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情報社会論 西　兼志 ・・・・・・・・ 1873

メディア文化論 加藤　裕康 ・・・・・・・・ 1877

ネットワーク社会論 伊藤　昌亮 ・・・・・・・・ 1881

メディア産業論 伊藤　昌亮 ・・・・・・・・ 1885

メディア制度論 堀口　剛 ・・・・・・・・ 1889

マス・コミュニケーション論 奥野　昌宏 ・・・・・・・・ 1893

メディア・リテラシー論 見城　武秀 ・・・・・・・・ 1897

ジャーナリズム論 伊藤　昌亮 ・・・・・・・・ 1901

新聞論 石堂　彰彦 ・・・・・・・・ 1905

出版論 今田　絵里香 ・・・・・・・・ 1909

放送通信論 西　兼志 ・・・・・・・・ 1913

広告論 高橋　千暁 ・・・・・・・・ 1917

デジタル・メディア論 伊藤　昌亮 ・・・・・・・・ 1921

情報デザイン論 高橋　裕行 ・・・・・・・・ 1925

グローバリゼーションとメディア 郭　善英 ・・・・・・・・ 1929

メディアの理論 西　兼志 ・・・・・・・・ 1933

社会調査演習Ｉ 小林　盾 ・・・・・・・・ 1937

社会調査演習II 小林　盾 ・・・・・・・・ 1941

メディア・リテラシー演習Ｂ 見城　武秀 ・・・・・・・・ 1945

コミュニティ演習A 渡邉　大輔 ・・・・・・・・ 1949

コミュニティ演習B 渡邉　大輔 ・・・・・・・・ 1953

現代社会研究Ｂ 加藤　祐介 ・・・・・・・・ 1957

トピック・セミナーＡ 大熊　昭信 ・・・・・・・・ 1961

トピック・セミナーＢ 牧　藍子 ・・・・・・・・ 1965



トピック・セミナーＣ 竹内　敬子 ・・・・・・・・ 1969

トピック・セミナーＤ 李　知映 ・・・・・・・・ 1973

トピック・セミナーＥ 加藤　祐介 ・・・・・・・・ 1977

トピック・セミナーＦ 李　知映 ・・・・・・・・ 1981

Ａｃｔｉｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇｒａｍ 松原　知子 ・・・・・・・・ 1985

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇr 松原　知子 ・・・・・・・・ 1989

ラテン語Ｉ 井上　秀太郎 ・・・・・・・・ 1993

ラテン語II 井上　秀太郎 ・・・・・・・・ 1997

発信する武蔵野地域文化 李　知映 ・・・・・・・・ 2001

実践する日本文化 李　知映 ・・・・・・・・ 2005

Ｍｕｓａｓｈｉｎｏ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｓ セバスチャンジョーンズ　マーク ・・・・・・・・ 2009

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｓｔ セバスチャンジョーンズ　マーク ・・・・・・・・ 2013

文学部総合講義Ａ 牧野　元紀 ・・・・・・・・ 2017

文学部総合講義Ｂ 李　知映 ・・・・・・・・ 2021

文学部総合講義Ｃ デュフレーヌ　レイモンド　トッド ・・・・・・・・ 2025

書道（書写を中心とする。）Ａ 二瓶　晃一 ・・・・・・・・ 2029

書道（書写を中心とする。）Ｂ 二瓶　晃一 ・・・・・・・・ 2033

教職総合演習 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2037

共生社会実践研究ａ 松﨑　実穂 ・・・・・・・・ 2041

共生社会実践研究ｂ 小林　玄 ・・・・・・・・ 2045

学校経営と学校図書館 中山　美由紀 ・・・・・・・・ 2049

学校図書館メディアの構成 斎藤　憲一郎 ・・・・・・・・ 2053

学習指導と学校図書館 中山　美由紀 ・・・・・・・・ 2057

読書と豊かな人間性 杉山　明信 ・・・・・・・・ 2061

情報メディアの活用 斎藤　憲一郎 ・・・・・・・・ 2065

日本語教授論Ｉ 佐久間　勝彦 ・・・・・・・・ 2069

日本語教授論II 佐久間　勝彦 ・・・・・・・・ 2073

日本語教材研究Ｉ 小田切　由香子 ・・・・・・・・ 2077

日本語教材研究II 小田切　由香子 ・・・・・・・・ 2081

日本語教育実習ａ 小田切　由香子 ・・・・・・・・ 2085

日本語教育実習ｂ 小田切　由香子 ・・・・・・・・ 2089

教職論a 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2093

教職論b 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2097

教育原理a 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2101

教育原理b 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2105

学校と社会ａ 生駒　俊樹 ・・・・・・・・ 2109

学校と社会ｂ 生駒　俊樹 ・・・・・・・・ 2113

教育史 北村　和夫 ・・・・・・・・ 2117

教育心理学ａ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2121

教育心理学ｂ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2125

教育課程の研究（特別活動論を含む。）ａ 小池　俊夫 ・・・・・・・・ 2129



教育課程の研究（特別活動論を含む。）ｂ 小池　俊夫 ・・・・・・・・ 2133

生涯学習研究 生駒　俊樹 ・・・・・・・・ 2137

国語科教育法Ｉ 高橋　喜代治 ・・・・・・・・ 2141

国語科教育法II 杉山　明信 ・・・・・・・・ 2145

国語科教育法III 高橋　喜代治 ・・・・・・・・ 2149

国語科教育法IV 高橋　喜代治 ・・・・・・・・ 2153

社会科教育法Ａ 大町　健 ・・・・・・・・ 2157

社会科教育法Ｂ 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2161

社会科・地理歴史科教育法 大町　健 ・・・・・・・・ 2165

地理歴史科教育法ａ 大町　健 ・・・・・・・・ 2169

地理歴史科教育法ｂ 大町　健 ・・・・・・・・ 2173

社会科・公民科教育法ａ 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2177

公民科教育法ａ 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2181

公民科教育法ｂ 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2185

英語科教育法Ｉ 斉田　智里 ・・・・・・・・ 2189

英語科教育法IIａ 小野　尚美 ・・・・・・・・ 2193

英語科教育法III 木村　松雄 ・・・・・・・・ 2197

英語科教育法IV 木村　松雄 ・・・・・・・・ 2201

道徳教育論a 小池　俊夫 ・・・・・・・・ 2205

道徳教育論b 小池　俊夫 ・・・・・・・・ 2209

道徳教育論c 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2213

道徳教育論d 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2217

道徳教育論e 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2221

教育方法研究ａ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2225

教育方法研究ｂ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2229

教育方法研究ｃ 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2233

教育方法研究ｅ 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2237

教育方法研究ｆ 宮下　敦 ・・・・・・・・ 2241

生徒・進路指導論a 田村　修一 ・・・・・・・・ 2245

生徒・進路指導論b 田村　修一 ・・・・・・・・ 2249

教育相談ａ 岩田　淳子 ・・・・・・・・ 2253

教育相談ｂ 岩田　淳子 ・・・・・・・・ 2257

教育相談ｃ 岩田　淳子 ・・・・・・・・ 2261

教育相談ｄ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2265

教育実習研究ａ 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2269

教育実習研究ｂ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2273

教育実習研究ｃ 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2277

教育実習研究ｄ 宮下　敦 ・・・・・・・・ 2281

教育実習（中・高）a 喜岡　淳治 ・・・・・・・・ 2285

教育実習（中・高）b 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2287

教育実習（中・高）c 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2289



教職実践演習（中・高）a 松沼　光泰 ・・・・・・・・ 2291

教職実践演習（中・高）b 岩田　淳子 ・・・・・・・・ 2295

教職実践演習（中・高）c 馬上　美知 ・・・・・・・・ 2299

教職実践演習（中・高）d 宮下　敦 ・・・・・・・・ 2303



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論１

シラバスをよく読むこと １０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論2(人種的差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論2（人種的な差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

テーマ・概要
２１世紀に英米文学／文化（とくにイギリスの）を学ぶ上で必要な理論的な枠組みの基礎を網羅的に概論する。具体的には、現在の英語圏
における文学／文化研究の基礎的な概念ーージェンダー、セクシュアリティ、人種、階級といった「差異」について、歴史的かつ理論的な
説明をする。この差異とは、男／女、両性愛／同性愛、白人／有色人種、中流階級／労働者階級というように記述ができるだろう。私たち
の歴史、社会は、このような差異＝格差＝差別によって成り立ってきたことをまずは理解をし、その認識に基づいてイギリス文学／文化を
研究をすることができる基礎知識を身につけたい。このような知識は、欧米においては大学以前の段階で教育をされているが、日本ではそ
うではない。それは、このような差異をはじめて作り出しそれを悪しきglobal standardとしたのがイギリス（帝国）であったからであ
る。その意味で、この講義で身につける知識は、君たちを真に「国際人」とするために必須のものであり、差別ということに鈍感な日本人
からの脱却を可能とするだろう。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために、次の２点を到達目標とする。
①英語圏の文化現象を様々な差異を視点として理解できる。
②上記の理解を踏まえて、自身で文化テクストを選択し、それを文化的差異に基づき分析できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

英米文学概論Ｉ

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411101

1 2019年度 前期

- 16 -



第4回

第5回

第6回

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論3（人種的差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論4（ジェンダーの差異）

９０分

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

第9回 イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論8（階級の差異）

第7回

第8回

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論5（ジェンダーの差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論6（セクシュアリティの差異）

９０分

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論7（セクシュアリティの差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

- 17 -



９０分

第11回

第12回

第13回

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論9（階級の差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

イギリスが作ったglobal standard（近代＝modernity）に関する概論10(階級の差異）

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

差異を批判的に分析をする理論１

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

９０分

第10回

９０分

差異を批判的に分析をする理論2

９０分

９０分

第15回

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習 ９０分

差異を批判的に分析をする理論3

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

講義の総括

前回の講義の復習、前回予告されたないように関する予習

第14回

- 18 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には、担当者が毎回A4１枚程度の講義内容を要約したレジュメを用意し、それに基づいて講義をする。ただし講義といえども双方向
性を担保するために、適宜受講者の意見やコメントをリアクション・ペイパーを使用する。

成績評価の方法
平常点（３０％）、学期末試験（70%）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
担当者が用意をする。

参考書
適宜複数を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 19 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクションー合衆国と自由・平等・民主主義

【復習】
今回分資料を再読。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ニューイングランド・ピューリタンと魔女狩り I—合衆国と宗教，ピューリタン，メイフラワー誓約，「丘の上の町」

【復習】
今回分資料を再読。

60

自由はどこまで可能か~-銃規制

【復習】
今回分資料を再読。

60

テーマ・概要
複数の人間によって形成される共同体において、そのうちの何人かが中心的な存在となり、それ以外の何人が周縁的な存在となるのは、社
会一般に関して広く認められる現象だろう。アメリカ合衆国も例外ではない。むしろアメリカは他者を排除しようという中心性が極めて強
く働く場であり、中心的存在・周縁的存在という分類が明瞭に現れるところである。しかし、アメリカにおいて特徴的であると思われるの
は、そのように周縁に追いやられた人たちがその立場に甘んじない点だ。しばしば彼ら・彼女たちはアメリカ人として自らの存在の正当性
を主張する。アメリカの歴史を眺めれば、中心性と周縁性の相克がアメリカを形成しているとさえ言えるだろう。本講義では以上のような
観点からいくつかのテーマにそって、アメリカ社会において中心性と周縁性がどのように働いてきたか、働いているのか見ていきたい。

DP1（教養の修得）、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能
力）を実現するため、次の3点を到達目標とする
1) アメリカの歴史・文化を理解するための視座を得る。
2) 歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 様々な種類の英文を読解する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

英米文学概論II

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411102

1 2019年度 後期

- 20 -



第4回

第5回

第6回

ニューイングランド・ピューリタンと魔女狩り II—セイラムの魔女裁判

【復習】
今回分資料を再読。

60

ニューイングランド・ピューリタンと魔女狩り III—アーラー・ミラー『るつぼ』

60

【復習】
今回分資料を再読。

60

第9回 西部開拓とネイティブ・アメリカン III—ヘレン・ハント・ジャクソン，インディアン・アクティヴィズム

第7回

第8回

【復習】
今回分資料を再読。

ニューイングランド・ピューリタンと魔女狩り IV—魔女狩りのその後

【復習】
今回分資料を再読。

60

西部開拓とネイティブ・アメリカン I—モンロー宣言，「明白な運命」，フロンティアの消滅

60

【復習】
今回分資料を再読。

60

西部開拓とネイティブ・アメリカン II—メアリー・ロウランドソンの『俘虜記』，インディアンの強制移住

【復習】
今回分資料を再読。

- 21 -



60

第11回

第12回

第13回

西部開拓とネイティブ・アメリカン IV—ネイティヴ・アメリカンと同化

【復習】
今回分資料を再読。

人種差別と黒人 I—奴隷解放と「分離すれど平等」の原理—プレシー判決

【復習】
今回分資料を再読。

人種差別と黒人 II—黒人に対する差別

【復習】
今回分資料を再読。

60

第10回

60

人種差別と黒人 III—ブラウン判決と公民権運動

60

60

第15回

【復習】
今回分資料を再読。

60

人種差別と黒人 IV—公民権運動の後：バッキ判決と逆差別

【予習】
セルフレヴューに備えこれまでの学習内容を確認する。
【復習】
今回分資料を再読。

授業のまとめ・セルフレヴュー

この授業を振り返り、自分の理解度を点検し、不足して いる知識等を確認し学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。ただし受講者は毎回授業の最後にリアクション・ペーパーを書く。
リアクション・ペーパーは単なる授業の感想や質問を書くのではなく、授業で学んだことに関して自分の考えを述べるものである。
毎回の授業でこれを行うことで、授業の理解度と確認する。

成績評価の方法
レスポンス・ペーパー (90%) ＋ セルフレヴュー (10%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
この授業では一冊の決まった書籍を教科書として使わない。必要な文献等は毎回プリントにして配布。

参考書
ハワード・ジン『民衆のアメリカ史』　上下　明石書店，2005.
エリック・フォーナー『アメリカ自由の物語：植民地時代から現代まで』岩波書店，2008年．
有賀夏紀・油井大三郎　編　『アメリカの歴史　テーマで読む多文化社会の夢と現実』　有斐閣 2003年．
亀井俊介　編　『アメリカ文化入門』　昭和堂 2006年．
大下尚一　有賀貞　志邨晃佑　平野孝　『史料で語るアメリカ　メイフラワーから包括通商法まで』　有斐閣　1989年．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンスー授業の進め方や勉強の仕方を説明
英語とはどのような言語か？ー英語の起源と印欧語族の中での位置づけを理解する（第１章）

【予習】教科書１章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

英語のスペリングと発音の変化ー文字の変遷、Great Vowel Shiftについて学ぶ（第３章）

【予習】教科書３章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。基本母音の発音練習をする。

60分

英語学とは何を研究するのか？ー英語学の諸分野について内容を紹介する（第２章）

【予習】教科書2章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

６０分

テーマ・概要
　英語の成り立ち
　knight， broughtなど英語の綴り字と発音はしばしば対応せず複雑であるのはなぜだろうか．名詞の複数形を作るとき，-s以外にsheep
のように単複同形の語があったり，man-men，foot-feetのように母音をかえる語があったりするのはなぜか、youだけ単数も複数もyouなの
はなぜか、このような現代英語についての素朴な疑問が解けるように，文字、発音，語形，語彙，意味，語順などの項目について歴史的な
視点から解説し、英語学の様々な分野を概観する．

DP６（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の３点を到達目標とする。
１　英語学という学問分野の基本的な内容と専門用語の意味を正しく理解する。
２　専門用語を使って、英語の発音、形態、意味、統語について事象を説明できる。
３　現代標準英語が歴史的にどのようにできあがったのかアウトラインを把握する。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語学概論Ｉ

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411103

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

英語の語彙の特徴と外来語ー豊富な語彙と多様な外来語が果たす役割を理解する（第４章）

【予習】教科書４章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

６0分

標準英語、アメリカ英語の発達ー現代英語における標準的な英語がどのようにしてできたのか、方言等の変種にはどのようなも
のがあるのか知る（第５章、６章）

60分

【予習】教科書１３、１４章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

60分

第9回 意味、意味関係とは何か？ー単語は漫然と存在するのではなく、体系をなしている、その体系を解明する（第１３章、１４章）

第7回

第8回

【予習】教科書５、６章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

英語の語形と語形成ー外来語以外の単語をつくる方法を学修する（第10章）

【予習】教科書１０章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

６0分

形態（語形）の発達ー名詞の複数形、所有格、代名詞の語尾は歴史的にどのように簡略化されたか理解する

６0分

【予習・復習】プリントを読み、課題をやる。 ６0分

文の構造ー文の構造を分析する理論的な考え方について学ぶ（第１１章）

【予習】教科書１１章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる
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６0分

第11回

第12回

第13回

意味の拡張、主観性ー単語の意味は比喩的な用法や使用者の主観的な見方から様々な意味を獲得する（第１５章、１６章）

【予習】教科書１５、１６章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

意味変化ー単語の意味は比喩や主観により拡張し、歴史的に生じたざまざま意味変化を研究する

【予習・復習】プリントを読み、課題をやる。

結束性ー指示詞、代名詞、接続詞、語彙などにより文と文が結びつくときみにられる文法上の特徴を学修する（第１８章）

【予習】教科書１８章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

60分

第10回

６0分

語用論ー人と人が言葉をやり取りするときに従っている取り決めとは何か学ぶ。（第２０章）

９0分

60分

第15回

【予習】教科書２0章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

６0分

英語と文化、ことばと社会ー英語を使う文化圏の特徴を日本語の世界と比較して理解する。また、現代社会の中における様々な
英語のありかたについて理解する（第２２、２３章）

【予習】教科書２２、２３章を読んでおく。
【復習】教科書またはプリントの課題をやる。

まとめ

【予習・復習】教科書やプリントを読み直し、授業でとりあげた内容をただしく理解したか確認する。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
教科書と配布プリントを参照しながら，講義する．必要に応じ、DVDを視聴する。

成績評価の方法
期末に筆記試験を実施する．授業中に小テストを行うこともある。評価は学期末試験が70％、平常点（課題やリアクションペーパーの提出
状況）が30）％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。成績評価は以下の点に着目して、その到達度により評価する。
１　英語学という学問分野の基本的な内容と専門用語の意味を正しく説明できる。
２　専門用語を使って、英語の発音、形態、意味、統語について事象を説明できる。
３　現代標準英語が歴史的にどのようにできあがったのかアウトラインを説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目：英語史I、英語史II

テキスト
長谷川瑞穂編著『はじめての英語学〈改訂版〉』研究社、ISBN 432740165X

参考書
購入の必要なし
寺澤盾『英語の歴史』（中公新書），中央公論社、780円、ISBN 978-4-12-101971-4.
寺澤盾『英単語の世界』（中公新書），中央公論社、780円、ISBN 978-4-12-102407-7.
ジョージ・ユール『現代言語学２０章ーことばの科学ー』大修館書店、2600円、ISBN 4-469-21145-1.
R. McCrum, W. Cran and R. MacNeil, The Story of English,  BBC Publications, ISBN 0-563-20620-9.
David Crystal The Cambridge Encyclopedia of the English Language,  CUP, 0-521-40179-8.
DVD 『ストーリー・オブ・イングリッシュ　英語について９章』BBC 1986年、DVD版　2006年　丸善
 

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction: What is linguistics and English linguistics?

Review of class
Homework

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Phonetics II

Review of class
Homework

60

Phonetics I

Review of class
Homework

60

テーマ・概要
この授業では、言語学の概念を用いて英語の構造を学ぶ。実際にデータを分析することを通して、実践的に英語の音声、音韻、形態、形態
音韻、統語の構造を学ぶ。必要に応じて日本語を始めとして他言語との比較も行いながら、英語を含めた自然言語とはどのようなものなの
かについて学ぶ。

DP１（教養の修得）（特にここでは理論言語学の基本概念の修得）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、この
授業では以下の３点を目標とする。
・　言語学の概念を学ぶ。
・　英語の音声、音韻、形態、形態音韻、統語の構造を学ぶ。
・　英語の構造を言語学の概念を使って分析できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語学概論II

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Phonetics III

Review of class
Homework

60

Phonology I
Quiz #1

120

Review of class
Homework

60

第9回 Morphophonemics

第7回

第8回

Review of class
Quiz preparation

Phonology II

Review of class
Homework

60

Phonology III

120

Review of class
Homework

60

Morphology I
Quiz #2

Review of class
Quiz preparation
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120

第11回

第12回

第13回

Morphology II

Review of class
Homework

Syntax I
Quiz #3

Review of class
Quiz preparation

Syntax II

Review of class

60

第10回

60

Syntax III

60

120

第15回

Review of class
Homework

60

Writing systems
Quiz #4

Review of class
Quiz preparation

Review of course

Review of class

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義（パワーポイント）をした後、内容について練習問題を行いながら授業を進める。項目が終わる毎に小テスト（quizzes）を行い、理
解を深める。

成績評価の方法
Quizzes: 60% (4x15%)
Final exam: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I

テキスト
特になし。

参考書
O’Grady, William and John Archibald. 2016. Contemporary Linguistic Analysis: An Introduction. (8th ed.) Pearson.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 31 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：イギリス文学史の誕生

教科書の目次に目を通しておいてください。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

チョーサーの世界

【予習】チョーサーの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

英語の形成と『ベオウルフ』

教科書の『ベオウルフ』および古英語の項目を読んでおくこと。 60

テーマ・概要
本講義では、イギリスにおける文学作品の、誕生から18世紀にいたるまでの全体的な流れを把握し、個々の作家や作品に関する基礎知識を
学習する。民族と言語の形成から説き起こし、中世、ルネサンス、王政復古期を経てロマン主義にいたるまで、それぞれの時代における代
表的な作家や作品について、歴史、文化、テクストの相互作用を考慮しつつ概観する。ただし17世紀後半から18世紀初頭にかけては演劇と
詩のみを取り上げ、小説その他のジャンルについては後期に扱う。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、以下の３点を到達目標とする。
①イギリス文学史の基本的知識を身に付け、説明できる。
②作品や作家の固有性を時代や文化の文脈をふまえたうえで、説明できる。
③文学伝統や影響関係についての感覚を養うことで、テクストをより的確に分析できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学史Ｉ

正岡　和恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411105

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

アーサー王伝説の成立

【予習】トマス・マロリーの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

『妖精女王』と『ユートピア』の宮廷政治学

60

【予習】いままでの授業の講義内容をふまえた小テストを行います。プリントおよび教科書の学修内容
を十分に理解してして、テストに備えてください。

90

第9回 小テスト

第7回

第8回

【予習】エドマンド・スペンサーとトマス・モアの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

イギリス演劇の形成

【予習】道徳劇の項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

シェイクスピアの世界　Ｉ

60

【予習】シェイクスピアの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

シェイクスピアの世界　ＩＩ

【予習】シェイクスピアの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

17世紀の文学：劇場閉鎖まで

【予習】ジェイムズ朝演劇の項目を読んでおくこと。

ミルトンの世界

【予習】ミルトンの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

王政復古期の演劇と１８世紀の文学

【予習】ドライデンとポープの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

第10回

60

ロマン派の詩人たち

60

180

第15回

【予習】ロマン派の項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

60

ワーズワスの世界

【予習】ワーズワスの項目を読んでおくこと。
【復習】先回の授業で配布したプリントの内容を理解しておくこと。

全体のまとめ

授業の論点をまとめておいてください。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業計画に従って講義をする。必要に応じて視聴覚教材を使用する。

成績評価の方法
小テスト（1回：40％）および学期末試験（60％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『はじめて学ぶイギリス文学史』神山妙子編（ミネルヴァ書房）
『たのしく読めるイギリス文学』中村邦生・木下卓・大神田丈二編（ミネルヴァ書房）

参考書
必要に応じて指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イギリス近代に関する導入的な講義１

シラバスを読む 10分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Aspects of the English novel 1

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

イギリス近代に関する導入的な講義２

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

テーマ・概要
１８世紀後半以降のイギリス文学の歴史を、novel, poetry, Englishnessという視点から概観する。それと同時に、狭く文学だけでなく、
より広範な文化史的な視点を導入し、近代（modernity）とは何かという問題にも言及する。特に注目するのは、イギリス近代がいま現在
の「世界システム」の基礎を構築したという歴史的事実であり、そのためイギリス文学（文化）史の基礎的な知識は、２１世紀に生きる私
たちが直面する諸問題を解決するための糸口を提供してくれる、という次元まで議論を進めたい。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために、次の２点を到達目標とする。
①イギリス近代に関して文学／文化史的知識を獲得し、modernityに潜在する諸問題を理解できる。
②この知識と理解を前提に、２１世紀の世界が抱える諸問題を自身で発見し、その解決の可能性を探ることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学史II

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Aspects of the English novel 2

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

Aspects of the English novel 3

９０分

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

第9回 Among the English poets2

第7回

第8回

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習

Aspects of the English novel 4

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

Aspects of the English novel 5

９０分

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

Among the English poets1

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習
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９０分

第11回

第12回

第13回

Among the English poets3

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習

The Englishness of English Literature1

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習

The Englishness of English Literature2

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習

９０分

第10回

９０分

The Englishness of English Literature3

１２０分

９０分

第15回

前回の講義内容の復習と指定されたテクストの箇所の予習 ９０分

The Englishness of English Literature4

前回の講義の復習

まとめ

学期を通じての講義内容の復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には下記英語テクストを講読しながら講義を進める。

成績評価の方法
平常点（３０％）、期末試験の成績（７０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
１年次の英米文学概論で獲得した知識

テキスト
Jonathan Bate, _English Literature: A Very Short Introduction_ (Clarendon: Oxford UP, 2010) ISBN: 978-0-19-956926-7

参考書
講義内で複数を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション──グローバリゼーションの中の「アメリカ」

シラバスを読み、アメリカ文学史Ｉの授業で何を学ぶのか、自分は何に関心があり何を学びたいのか、
考えてくること。グローバル化の現代では、人、物、情報が国境を越えて移動するが、それはどういう
ことか、そこから何が生まれるか考えてみましょう。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

植民地時代のアメリカ(2)：ネイティヴ・アメリカンとの出会い

ヨーロッパからやってきたピューリタンたちが出会ったのは先住民インディアンたちでした。彼らとの
関係はどのように描かれているのでしょうか。

60分

植民地時代のアメリカ(1)：メイフラワー・コンパクトという契約の意味

大西洋の荒波を超えて新大陸アメリカにやって来たピューリタンたちが新大陸上陸にあたって結んだ契
約について考えてみましょう。

60分

テーマ・概要
アメリカ合衆国はどのような文学を生み出してきたのか、17世紀初頭からの植民地時代、18世紀末の独立戦争と建国期、19世紀初頭から半
ばの領土拡張時代（アンテベラム期）、1860年代の南北戦争期まで、その流れを歴史と文化と関連させながら辿る。ある国がどのような文
学を生み出すかは、その国土や地形、気候とも関わっている。講義では文学の中に刻印されたアメリカ人のものの考え方の根底となる理
念、アメリカ的なテーマ、文学と国家の関わり等について考える。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の５点を到達目標とする。
・アメリカ文学の主たる作品に触れながら、文学と歴史や社会、文化と関連させながら読み解き、社会をみる批評意識を養う。
・文学史とは、その国を形づくるひとつの歴史であり、精神史であることを理解する。
・文学作品は、それが書かれた時代の状況を反映するものであることを理解する。
・文学作品は時代を反映しながらも、歴史や文化をみる別の視点を提示しうるメディアであることを理解する。
・文学作品の読解を通じて、その時代や社会を思考し、批評する力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学史Ｉ

下河辺　美知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

歴史の言説の作られ方──ポカホンタスという表象をめぐる物語

ネイティヴ・アメリカンの部族の王女でであったポカホンタスという女性をアメリカの歴史はどのよう
に語ってきたか。ディズニー映画というメディアがもつ物語への介入についても考える。

60分

建国期のアメリカ（１）──言葉が作るアメリカ①　トマス・ジェファソンの「独立宣言」を中心に

60分

エドガー・アラン・ポーの作品は恐怖に満ちたグロテスクなもの、軽妙なもの、理性的なもの、海洋冒
険譚とさまざまあります。翻訳でよいので、何かひとつポーの短篇を読んでみましょう。

60分

第9回 アメリカ・ルネサンスの文学(1)　Edgar Allan Poe

第7回

第8回

1776年7月4日に発布された「独立宣言」はトマス・ジェファソンによって書かれています。母国イギリ
スとの関係をどのように変えて、世界にむけてどのように独立を宣言したかを見ていきます。

建国期のアメリカ（２）──言葉が作るアメリカ②　トマス・ペインとベンジャミン・フランクリン

植民地の人々の心に「自分たちはアメリカ人である」という思いをもたらした二人の人間の書いたテク
ストを見てみましょう。

60分

独立革命後にアメリカを語る──Charles B. Brown、Washington Irving、James Fenimore Cooper

60分

Charles Brockden Brown、Washington Irving、James Fenimore Cooperの作品を見てみましょう。 60分

アンテベラム・アメリカのディスコース（１）──西漸運動とマニフェスト・デスティニー

１８世紀末に独立し、１９世紀半ばにかけて大西洋と太平洋にまたがる大陸国家となっていくアメリ
カ、その領土拡大について調べてみましょう。
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60分

第11回

第12回

第13回

アメリカ・ルネサンスの文学(2)： Nathaniel Hawthorne

ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』は植民地時代のボストンの話しです。アメリカ的要素を探ってく
ださい。

アメリカ・ルネサンスの文学(3)：Herman Melville

ハーマン・メルヴィルの『白鯨』を抜粋で読みます。どのような内容の作品か、調べてください。

アンテベラム・アメリカのディスコース（２）──　センチメンタル・ノヴェルは女性をどう描いたのか

19世紀半ばには、女性作家が書いたセンチメンタル・ノヴェルという作品群が多くの読者を得ていた。

60分

第10回

60分

奴隷解放運動と奴隷体験記： H. Beecher Stowe

180分

60分

第15回

19世紀半ばのアメリカは、奴隷制度をめぐり北部の自由州と南部の奴隷州の対立が激化する時代でし
た。そのなかで奴隷制廃止を訴える文学が生まれます。ストウの『アンクル・トムの小屋』の内容につ
いて調べてください。

60分

到達度確認テスト

授業内容を復習し、期末試験の準備をしてください。その際、授業で取り上げた作品を少なくとも一つ
は読んでおくこと。

ふりかえり

アメリカという国が世界史の中にどのような位置をしめているかをあらためて考えてください。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。講義内容の理解を深めるため、適宜DVDを視聴する。

成績評価の方法
学期末試験（80％程度）、小レポート（10％程度）、平常点（10％程度）を基本として総合的に成績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei
University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
教科書は使用しない。毎授業プリントを配布する。授業プリントは授業時間内にのみ配布し、再配布はしないので注意すること。

参考書
Peter B. High, An Outline of American Literature (Longman Eicho-sha)
Emory Elliott, ed., The Columbia Literary History of the United States (Columbia UP): ISBN: 0231058128
Emory Elliott, ed., The Columbia History of the American Novel (Columbia UP): ISBN: 0231073607
Walter Benn Michaels and Donald E. Pease, eds., The American Renaissance Reconsidered (Johns Hopkins UP): ISBN: 0801839378
F. O・マシーセン『アメリカン・ルネサンス──エマソンとホイットマンの時代の芸術と表現』 上巻・下巻（ぎょうせい）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・歴史を語ることの意味
・“アメリカ”という記号の向こうにあるもの
・半球思考的に世界を見ること

アメリカ国家の歴史と文化の関係について自分なりのイメージをさぐっておくこと。アメリカ研究関係
の研究書をいくつか目を通しておくこと。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Realism in America 2
・アメリカン・リアリズムの創始者ーW.D. Howells
・精神的リアリズムーHenry James
・アメリカのナチュラリズムーStephen Crane

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。 60分

Realism in America 1
・19世紀後半のアメリカの拡張
・南北戦争後のアメリカの文化
・Mark Twain について

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。 60分

テーマ・概要
　20世紀アメリカをグローバルな視点から位置づけ、21世紀アメリカの存在の意味と世界のあり方を検討したい。民主主義、資本主義、人
種、核などをキーワードとしてアメリカ文化を読み解く。そのことによって、我々は、戦争の世紀とも言える20世紀の歴史を語る方法を手
にしているのかという問題を考えていく。また、文学史という概念そのものにたいする批評理論も紹介する。歴史と記憶の問題について
は、最近の精神医学からの問題提起を汲み取り、歴史言説の特質についての考察を提示するつもりである。

DP6【文化現象の総合的理解】を実現するため、次の点を到達目標とする。
①アメリカ国家・文化に対する洞察を専門的に獲得する。
②二十一世紀の世界で生きていく際にグローバルな世界情勢の中で日本人としてどのように現状を認識していくのかについての意識を獲得
する。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学史II

下河辺　美知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

世紀転換期のアメリカ文学・文化
・1899年の言葉使い
・自然ーナチュラリズム
・女性ー女性と言葉
・経済ー社会と言葉

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。 60分

20世紀初頭のアメリカ
・自然主義文学の巨峰ーTheodore Dreiser
・内面に宿る真実ーWilla Cather
・一瞬の真実ーSherwood Anderson

60分

自分の提出したレポートを再度読み直し、形式チェックなどをしておくこと。 60分

第9回 レポート評価：他の学生の書いたレポートを読み、自分の書いたレポートとくらべて評価する。

第7回

第8回

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。

中間レポート準備

これまで授業で学んだことについて、アメリカ文化のどのような点に興味をひかれたかについて考えて
おくこと。

60分

1920年代
・20年代という饗宴
・Chronicler of Lost Generation
・Performer of Lost Generation

60分

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。 60分

1930年代ー宴の後
・左翼化する文学
・資本主義という暴力について

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。
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60分

第11回

第12回

第13回

Jewish Writers
・ユダヤ人とは
・アメリカのユダヤ人
・ユダヤ系作家たち
・ユダヤ的想像力/創造力

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。

Racial Issues  (1)
・奴隷制と奴隷貿易
・アメリカの奴隷解放
・公民権運動

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。

Racial Issues (2)
・Slave Narrative
・Harlem Renaissance
・Civil Rithts Movement
・黒人女性作家の声

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。

60分

第10回

60分

21世紀アメリカとグローバリゼーション
・冷戦期の外交政策と冷戦期のレトリック
・「核」を開発・所有したアメリカ
・我々は「核」を語ることができるのか

60分

60分

第15回

テーマとなる用語、概念について調べておくこと。 60分

到達度確認テスト

後期に取り上げたアメリカの作家、作品のいくつかを実際に読んでみること。また、後期に学んだアメ
リカ文化の特質について考えておくこと。

振り返り

これまでの授業をふりかえり、自分なりのアメリカ観を提示すること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
＊講義が中心であるが、ビデオなどによって視聴覚的にアメリカの歴史と文化に触れていきたい。また、インターネットによる情報収集
（ことに英語で）にも慣れてほしい。
＊指定された批評書３冊のうち1冊を購入して読み、レポートを提出のこと。初回の授業で2冊の本の概要について説明するので、興味のあ
る方を選ぶ事。

成績評価の方法
学期末試験（80％程度）、小レポート（10％程度）、平常点（10％程度）を基本として総合的に成績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
　次の3冊のうち1冊を購入のこと
　『歴史とトラウマ：記憶と忘却のメカニズム』（下河辺美知子　作品社）
　『トラウマの声を聞く：共同体の記憶と歴史の未来』（下河辺美知子　みすず書房）
　『グローバリゼーションと惑星的想像力』（下河辺美知子　みすず書房）

参考書
授業で取り上げたアメリカ文学作品を、一冊は必ず読んで後期試験にのぞむこと。文献リストは授業中に配布する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 ＣＡＬＬ　Ｉ a

教員名 モハメッド　ガマル　アンドリュー

科目ナンバー 1051411201 1

配当年次 1 2019年度 前期

テーマ・概要
This course will devlop students' language, computer and independent learning skills as well asintroduce students to the
importance and benefits of Extensive Reading

Each day will follow the same procedure:

Part One: Extensive Reading and a communication activity (pairwork)
Part Two: A longer problem solving computer based task (groupwork)
Part Three: Independent study using assigned websites (individual work)
Part Four: Feedback: (groupwork / whole class)

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

授業の計画と準備学修

- 48 -



授業の方法
The classes will include periods of group work, pairwork and individual study.

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.5641.

成績評価の基準
Students will be graded according to the following criteria:
Classwork: 50%
Homework: 20%
Reflection Sheet (report): 30%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
Materials will be provided by the teacher.

参考書
n/a

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、二冊の教科書を入手してその目次から構成を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Seeing the World through the News（Unit 2）
English Expert (Chapter2)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 2）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter2):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit １）
English Expert (Chapter1)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit １）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter1):
Step4 : Reading

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）聞き取った内容を素材にして英作文をすることによって、語彙や表現を豊かにする。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　II a

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Seeing the World through the News（Unit 3）
English Expert (Chapter3)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 3）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter3):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 4）
English Expert (Chapter4)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 7）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter7):
Step4 : Reading

90

第9回 Seeing the World through the News（Unit 7）
English Expert (Chapter7)
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

Seeing the World through the News（Unit 4）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter4):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 5)
English Expert (Chapter5)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 5）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter5):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 6):
English Expert (Chapter6)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 6）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter6):
Step4 : Reading

30

授業内試験（中間）。
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「中間報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。
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90

第11回

第12回

第13回

Seeing the World through the News（Unit 8）
English Expert (Chapter8)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 8）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter8):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 9）
English Expert (Chapter9)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 9）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter9):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 10）
English Expert (Chapter10)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 10）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter10):
Step4 : Reading

90

第10回

90

Seeing the World through the News（Unit 11）
English Expert (Chapter11)
「スーパー英語」：進度は各自による

０

90

第15回

Seeing the World through the News（Unit 11）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter11):
Step4 : Reading

90

授業内試験（期末）。
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「期末報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。

ＶＥＬＣ英語共通試験を実施します。

特になし。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）指名された数人の学生が教壇に立ち、教科書Seeing the World through the NewsのBuilding Languageの答え合わせを行います。英
語の文法・語彙について深く知りましょう
（２）Seeing the World through the Newsの英問英答に対して、チームで検討して答えます。
（３）English Expert の課題を各自が学習します。その間学生一名につき５分程度、担当教員が一対一で発音をチェックします。

成績評価の方法
平常点：４０％
授業内試験：中間１５％　期末１５％
「スーパー英語」：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Timothy Knowlesほか、Seeing the World through the News　５（金星堂　２０１８年）
Ryou Yodaほか、English Expert（開文社）ISBN978-87571-549-8

参考書
授業の際には辞書を持参すること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 ＣＡＬＬ　Ｉ b

教員名 エラム　ジェシー　ラッセロ

科目ナンバー 1051411201 1

配当年次 1 2019年度 前期

テーマ・概要
This course will devlop students' language, computer and independent learning skills as well asintroduce students to the
importance and benefits of Extensive Reading

Each day will follow the same procedure:

Part One: Extensive Reading and a communication activity (pairwork)
Part Two: A longer problem solving computer based task (groupwork)
Part Three: Independent study using assigned websites (individual work)
Part Four: Feedback: (groupwork / whole class)

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

授業の計画と準備学修
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授業の方法
The classes will include periods of group work, pairwork and individual study.

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.5641.

成績評価の基準
Students will be graded according to the following criteria:
Classwork: 50%
Homework: 20%
Reflection Sheet (report): 30%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
Materials will be provided by the teacher.

参考書
n/a

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、二冊の教科書を入手してその目次から構成を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Seeing the World through the News（Unit 2）
English Expert (Chapter2)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 2）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter2):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit １）
English Expert (Chapter1)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit １）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter1):
Step4 : Reading

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）聞き取った内容を素材にして英作文をすることによって、語彙や表現を豊かにする。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　II b

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Seeing the World through the News（Unit 3）
English Expert (Chapter3)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 3）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter3):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 4）
English Expert (Chapter4)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 7）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter7):
Step4 : Reading

90

第9回 Seeing the World through the News（Unit 7）
English Expert (Chapter7)
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

Seeing the World through the News（Unit 4）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter4):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 5)
English Expert (Chapter5)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 5）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter5):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 6):
English Expert (Chapter6)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 6）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter6):
Step4 : Reading

30

授業内試験（中間）。
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「中間報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。
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90

第11回

第12回

第13回

Seeing the World through the News（Unit 8）
English Expert (Chapter8)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 8）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter8):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 9）
English Expert (Chapter9)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 9）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter9):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 10）
English Expert (Chapter10)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 10）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter10):
Step4 : Reading

90

第10回

90

Seeing the World through the News（Unit 11）
English Expert (Chapter11)
「スーパー英語」：進度は各自による

０

90

第15回

Seeing the World through the News（Unit 11）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter11):
Step4 : Reading

90

授業内試験（期末）。
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「期末報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。

ＶＥＬＣ英語共通試験を実施します。

特になし。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）指名された数人の学生が教壇に立ち、教科書Seeing the World through the NewsのBuilding Languageの答え合わせを行います。英
語の文法・語彙について深く知りましょう
（２）Seeing the World through the Newsの英問英答に対して、チームで検討して答えます。
（３）English Expert の課題を各自が学習します。その間学生一名につき５分程度、担当教員が一対一で発音をチェックします。

成績評価の方法
平常点：４０％
授業内試験：中間１５％　期末１５％
「スーパー英語」：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Timothy Knowlesほか、Seeing the World through the News　５（金星堂　２０１８年）
Ryou Yodaほか、English Expert（開文社）ISBN978-87571-549-8

参考書
授業の際には辞書を持参すること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 ＣＡＬＬ　Ｉ c

教員名 ジャマール　モーリス

科目ナンバー 1051411201 1

配当年次 1 2019年度 前期

テーマ・概要
This course will devlop students' language, computer and independent learning skills as well asintroduce students to the
importance and benefits of Extensive Reading

Each day will follow the same procedure:

Part One: Extensive Reading and a communication activity (pairwork)
Part Two: A longer problem solving computer based task (groupwork)
Part Three: Independent study using assigned websites (individual work)
Part Four: Feedback: (groupwork / whole class)

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

授業の計画と準備学修
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授業の方法
The classes will include periods of group work, pairwork and individual study.

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.5641.

成績評価の基準
Students will be graded according to the following criteria:
Classwork: 50%
Homework: 20%
Reflection Sheet (report): 30%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
Materials will be provided by the teacher.

参考書
n/a

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、二冊の教科書を入手してその目次から構成を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Seeing the World through the News（Unit 2）
English Expert (Chapter2)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 2）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter2):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit １）
English Expert (Chapter1)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit １）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter1):
Step4 : Reading

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）聞き取った内容を素材にして英作文をすることによって、語彙や表現を豊かにする。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　II c

真部　多真記

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Seeing the World through the News（Unit 3）
English Expert (Chapter3)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 3）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter3):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 4）
English Expert (Chapter4)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 7）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter7):
Step4 : Reading

90

第9回 Seeing the World through the News（Unit 7）
English Expert (Chapter7)
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

Seeing the World through the News（Unit 4）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter4):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 5)
English Expert (Chapter5)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 5）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter5):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 6):
English Expert (Chapter6)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 6）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter6):
Step4 : Reading

30

授業内試験（中間）。
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「中間報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。
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90

第11回

第12回

第13回

Seeing the World through the News（Unit 8）
English Expert (Chapter8)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 8）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter8):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 9）
English Expert (Chapter9)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 9）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter9):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 10）
English Expert (Chapter10)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 10）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter10):
Step4 : Reading

90

第10回

90

Seeing the World through the News（Unit 11）
English Expert (Chapter11)
「スーパー英語」：進度は各自による

０

90

第15回

Seeing the World through the News（Unit 11）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter11):
Step4 : Reading

90

授業内試験（期末）。
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「期末報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。

ＶＥＬＣ英語共通試験を実施します。

特になし。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）指名された数人の学生が教壇に立ち、教科書Seeing the World through the NewsのBuilding Languageの答え合わせを行います。英
語の文法・語彙について深く知りましょう
（２）Seeing the World through the Newsの英問英答に対して、チームで検討して答えます。
（３）English Expert の課題を各自が学習します。その間学生一名につき５分程度、担当教員が一対一で発音をチェックします。

成績評価の方法
平常点：４０％
授業内試験：中間１５％　期末１５％
「スーパー英語」：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Timothy Knowlesほか、Seeing the World through the News　５（金星堂　２０１８年）
Ryou Yodaほか、English Expert（開文社）ISBN978-87571-549-8

参考書
授業の際には辞書を持参すること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 ＣＡＬＬ　Ｉ d

教員名 ストーン　デイビッド　ポール

科目ナンバー 1051411201 1

配当年次 1 2019年度 前期

テーマ・概要
This course will devlop students' language, computer and independent learning skills as well asintroduce students to the
importance and benefits of Extensive Reading

Each day will follow the same procedure:

Part One: Extensive Reading and a communication activity (pairwork)
Part Two: A longer problem solving computer based task (groupwork)
Part Three: Independent study using assigned websites (individual work)
Part Four: Feedback: (groupwork / whole class)

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

授業の計画と準備学修
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授業の方法
The classes will include periods of group work, pairwork and individual study.

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.5641.

成績評価の基準
Students will be graded according to the following criteria:
Classwork: 50%
Homework: 20%
Reflection Sheet (report): 30%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
Materials will be provided by the teacher.

参考書
n/a

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、二冊の教科書を入手してその目次から構成を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Seeing the World through the News（Unit 2）
English Expert (Chapter2)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 2）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter2):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit １）
English Expert (Chapter1)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit １）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter1):
Step4 : Reading

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）聞き取った内容を素材にして英作文をすることによって、語彙や表現を豊かにする。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　II d

松原　知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Seeing the World through the News（Unit 3）
English Expert (Chapter3)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 3）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter3):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 4）
English Expert (Chapter4)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 7）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter7):
Step4 : Reading

90

第9回 Seeing the World through the News（Unit 7）
English Expert (Chapter7)
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

Seeing the World through the News（Unit 4）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter4):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 5)
English Expert (Chapter5)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 5）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter5):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 6):
English Expert (Chapter6)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 6）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter6):
Step4 : Reading

30

授業内試験（中間）。
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「中間報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。
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90

第11回

第12回

第13回

Seeing the World through the News（Unit 8）
English Expert (Chapter8)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 8）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter8):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 9）
English Expert (Chapter9)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 9）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter9):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 10）
English Expert (Chapter10)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 10）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter10):
Step4 : Reading

90

第10回

90

Seeing the World through the News（Unit 11）
English Expert (Chapter11)
「スーパー英語」：進度は各自による

０

90

第15回

Seeing the World through the News（Unit 11）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter11):
Step4 : Reading

90

授業内試験（期末）。
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「期末報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。

ＶＥＬＣ英語共通試験を実施します。

特になし。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）指名された数人の学生が教壇に立ち、教科書Seeing the World through the NewsのBuilding Languageの答え合わせを行います。英
語の文法・語彙について深く知りましょう
（２）Seeing the World through the Newsの英問英答に対して、チームで検討して答えます。
（３）English Expert の課題を各自が学習します。その間学生一名につき５分程度、担当教員が一対一で発音をチェックします。

成績評価の方法
平常点：４０％
授業内試験：中間１５％　期末１５％
「スーパー英語」：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Timothy Knowlesほか、Seeing the World through the News　５（金星堂　２０１８年）
Ryou Yodaほか、English Expert（開文社）ISBN978-87571-549-8

参考書
授業の際には辞書を持参すること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 ＣＡＬＬ　Ｉ e

教員名 エルヴィン　クリストファー

科目ナンバー 1051411201 1

配当年次 1 2019年度 前期

テーマ・概要
This course will devlop students' language, computer and independent learning skills as well asintroduce students to the
importance and benefits of Extensive Reading

Each day will follow the same procedure:

Part One: Extensive Reading and a communication activity (pairwork)
Part Two: A longer problem solving computer based task (groupwork)
Part Three: Independent study using assigned websites (individual work)
Part Four: Feedback: (groupwork / whole class)

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

授業の計画と準備学修
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授業の方法
The classes will include periods of group work, pairwork and individual study.

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.5641.

成績評価の基準
Students will be graded according to the following criteria:
Classwork: 50%
Homework: 20%
Reflection Sheet (report): 30%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
Materials will be provided by the teacher.

参考書
n/a

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、二冊の教科書を入手してその目次から構成を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Seeing the World through the News（Unit 2）
English Expert (Chapter2)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 2）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter2):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit １）
English Expert (Chapter1)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit １）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter1):
Step4 : Reading

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）聞き取った内容を素材にして英作文をすることによって、語彙や表現を豊かにする。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　II e

正岡　和恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Seeing the World through the News（Unit 3）
English Expert (Chapter3)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 3）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter3):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 4）
English Expert (Chapter4)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 7）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter7):
Step4 : Reading

90

第9回 Seeing the World through the News（Unit 7）
English Expert (Chapter7)
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

Seeing the World through the News（Unit 4）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter4):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 5)
English Expert (Chapter5)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 5）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter5):
Step4 : Reading

90

Seeing the World through the News（Unit 6):
English Expert (Chapter6)
「スーパー英語」：進度は各自による

90

Seeing the World through the News（Unit 6）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter6):
Step4 : Reading

30

授業内試験（中間）。
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「中間報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。
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90

第11回

第12回

第13回

Seeing the World through the News（Unit 8）
English Expert (Chapter8)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 8）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter8):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 9）
English Expert (Chapter9)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 9）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter9):
Step4 : Reading

Seeing the World through the News（Unit 10）
English Expert (Chapter10)
「スーパー英語」：進度は各自による

Seeing the World through the News（Unit 10）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter10):
Step4 : Reading

90

第10回

90

Seeing the World through the News（Unit 11）
English Expert (Chapter11)
「スーパー英語」：進度は各自による

０

90

第15回

Seeing the World through the News（Unit 11）:
Understanding Check 1 &2
Filling Gaps
English Expert (Chapter11):
Step4 : Reading

90

授業内試験（期末）。
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、各自が授業内に「期末報告書」を書いて提出する。

これまでの学習を振り返る。

ＶＥＬＣ英語共通試験を実施します。

特になし。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）指名された数人の学生が教壇に立ち、教科書Seeing the World through the NewsのBuilding Languageの答え合わせを行います。英
語の文法・語彙について深く知りましょう
（２）Seeing the World through the Newsの英問英答に対して、チームで検討して答えます。
（３）English Expert の課題を各自が学習します。その間学生一名につき５分程度、担当教員が一対一で発音をチェックします。

成績評価の方法
平常点：４０％
授業内試験：中間１５％　期末１５％
「スーパー英語」：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Timothy Knowlesほか、Seeing the World through the News　５（金星堂　２０１８年）
Ryou Yodaほか、English Expert（開文社）ISBN978-87571-549-8

参考書
授業の際には辞書を持参すること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の進め方・心構え
スーパー英語についての確認

シラバスをよく読み、教科書を入手してその目次から構成を知る。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教科書　Unit 2
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

教科書　Unit 1
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

テーマ・概要
CALL（Computer-Assisted Language Laboratory）教室設備を用いて、英語の四技能のうち「聴く」「話す」を特に強化します。「反転授
業」「アクティブ・ラーニング」など最近の学習理論にもとづいて創出された主体的な学びの場において、語学習得に欠かせない、自律的
学習の習慣を身につけます。

DP5およびDP7を実現するために、以下の諸点を目標とする。
（１）英語の動画を視聴して、内容を大まかに把握できるだけの聴解力を養う。
（２）明瞭な発声を心がけて英語で発表することにより、「話して伝わる英語」の基礎を養う。
（３）発音について実践的に学ぶことによって、「音」から「意味」への発展を体得する。
（４）自らの学習スタイルについて考察し、自学自修の習慣を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ＣＡＬＬ　Ｉ f

松原　知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411201

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

教科書　Unit 3
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

教科書　Unit 4
「スーパー英語」：進度は各自による

90

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

第9回 教科書　Unit 8
「スーパー英語」：進度は各自による

第7回

第8回

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

教科書　Unit 5
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

教科書　Unit 6
「スーパー英語」：進度は各自による

90

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。
これまでの学習を振り返り、今後の方針を立てる。

30

教科書　Unit 7
中間レヴュー。これまでの学習を振り返り、それまでに獲得した点数を確認したうえで、各自が授業内に「中間報告書」を書い
て提出する。

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。
これまでの学習を振り返り、今後の方針を立てる。
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90

第11回

第12回

第13回

教科書　Unit 9
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

教科書　Unit 10
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

教科書　Unit 11
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

第10回

90

教科書　Unit 12
「スーパー英語」：進度は各自による

60

90

第15回

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。

90

教科書　Unit 13
「スーパー英語」：進度は各自による

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。作文課題に答える。
予習：教科書の文章を読み、未知語の意味を調べ、問題に答える。
これまでの学習を振り返り、今後の方針を立てる。

教科書　Unit 14
期末レヴュー。これまでの学習を振り返り、それまでに獲得した点数を確認したうえで、各自が授業内に「期末報告書」を書い
て提出する。「

復習：教科書の文章を読み直し、音声を聴いて、語句表現の意味と発音を覚える。
これまでの学習を振り返り、今後の方針を立てる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
予習を前提として授業が進行していきます。授業には以下の要素が含まれます。
（１）教科書の問題の答え合わせ
（２）プレゼンテーション
（３）発音練習
（４）復習小テスト

成績評価の方法
授業への積極的な参加：７０％
「スーパー英語」の到達度：３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
関戸冬彦ほか　CNN Student News for Reading & Writing　（朝日出版社、2019年）

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction, Chapter 1: Answering 6 Common
Interview Questions

Read Chapter 1 30-60
minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1: Answering 6 Common
Interview Questions

Read Chapter 1 and select and read
graded readers
Prepare for vocabulary quiz

30-60
minutes

Chapter 1: Answering 6 Common
Interview Questions

Read Chapter 1 and select and read
graded readers

30-60
minutes

テーマ・概要
This class is a compulsory subject for English major students designed to improve their comprehension ability in English.

Following DP1（教養の修得）and DP6（文化現象の総合的理解）, the goals for this course are as follows:
1) to comprehend texts accurately
2) to comprehend texts fluently
3) to be aware of coherence and cohesion in comprehending texts
4) to understand paragraph structures
5) to build up vocabulary
6) to understand sentence structures

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  a

ヴァンベンタイゼン　ロバート

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 2: Young Women Changing the World
Presentation for extensive reading

Read Chapter 2 and select and read
graded readers

30-60
minutes

Chapter 2: Young Women Changing the World
Presentation for extensive reading

30-60
minutes

Read Chapter 4 and select and read
graded readers

30-60
minutes

第9回 Chapter 4: Learning to Speak
Presentation for extensive reading

第7回

第8回

Read Chapter 2 and select and read
graded readers
Prepare for vocabulary quiz

Chapter 3: Students Learning Teams
Presentation for extensive reading

Read Chapter 3 and select and read
graded readers

30-60
minutes

Chapter 3: Students Learning Teams
Presentation for extensive reading

30-60
minutes

Read Chapter 3 and select and read
graded readers

30-60
minutes

Chapter 4: Learning to Speak
Presentation for extensive reading

Read Chapter 4 and select and read
graded readers
Prepare for vocabulary quiz

- 83 -



30-60
minutes

第11回

第12回

第13回

Chapter 6: Culture Shock
Presentation for extensive reading

Read Chapter 6 and select and read
graded readers
Prepare for vocabulary quiz

Chapter 6: Culture Shock
Presentation for extensive reading

Read Chapter 6 and select and read
graded readers

Chapter 7: Private Lives
Presentation for extensive reading

Read Chapter 7 and select and read
graded readers
Prepare for vocabulary quiz

30-60
minutes

第10回

30-60
minutes

Chapter 7: Private Lives
Presentation for extensive reading

As needed

2-3-hours

第15回

Read Chapter 7 30-60
minutes

Final exam

Prepare for final exam

Review final exam

Review final exam

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
Classroom activities will include intensive reading, comprehension exercises, exercises designed to increase reading fluency
and to develop reading skills, and vocabulary development activities. There will be weekly homework assignments
that will include reading and skill development exercises and short writing assignments. During classes students will
 have opportunities to work alone, in pairs, and in small groups. Students will be encouraged to develop their own
 learning styles and to explore their own interests through reading.

All the classes are held in English.  The students are also expected to respond to the class in English.  They are expected
to participate actively in class.

成績評価の方法
Classwork (oral and written summaries for graded readers, vocabulary quizzes, and other activities): 60 %
Final examination: 40%
必要な予備知識/先修科目/関連科目
No prerequisites

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Select Readings (intermediate, 2nd edition). by Linda Lee and Erik Gunderson. Oxford University Press.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
Chapter 1 Answering 6 Common Interview Questions

Readings: Chapter 1 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1 Answering 6 Common Interview Questions
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 1, graded readers 60

Chapter 1 Answering 6 Common Interview Questions

Readings: Chapter 1, graded readers 60

テーマ・概要
This course is compulsory for English major students. This course will focus on improving comprehension ability in English.

Following DP1 (教養の修得) and DP6 (文化現象の総合的理解), the goals for the course are as follows:

1) Comprehend text accurately
2) Comprehend text fluently
3) Be aware of coherence and cohesion of text
4) Understand paragraph structure
5) Build vocabulary
6) Understand sentence structure

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  b

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期

- 86 -



第4回

第5回

第6回

Vocabulary quiz for Chapter 1
Chapter 2 Young Women Changing the World
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 2, graded readers
Preparation for vocabulary quiz

90

Chapter 2 Young Women Changing the World
Presentation (graded readers)

60

Readings: Chapter 4, graded readers 60

第9回 Chapter 4:  Learning to Speak
Presentation (graded readers)

第7回

第8回

Readings: Chapter 2, graded readers

Vocabulary Quiz for Chapter 2
Chapter 3:  Students Learning Teams
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 3, graded readers
Preparation for vocabulary quiz

90

Chapter 3:  Students Learning Teams
Presentation (graded readers)

90

Readings: Chapter 3, graded readers 60

Vocabulary Quiz for Chapter 3
Chapter 4:  Learning to Speak
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 4, graded readers
Preparation for vocabulary quiz
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary Quiz for Chapter 4
Chapter 6: Culture Shock
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 6, graded readers
Preparation for vocabulary quiz

Chapter 6: Culture Shock
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 6, graded readers

Vocabulary Quiz for Chapter 6
Chapter 7: Private Lives
Presentation (graded readers)

Readings: Chapter 7, graded readers
Preparation for vocabulary quiz

90

第10回

90

Chapter 7: Private Lives
Presentation (graded readers)

60

120

第15回

Readings: Chapter 7
Readings: graded readers

60

Final examination

Preparation for exam

Review of exam

Review of exam

第14回
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ポータルサイトで周知する。
Students can ask a question either during the class, in my office hours, or by appointment.

授業の方法
This course will be conducted in English. Unless it is absolutely necessary, all of us should use English only in the
classroom. Everyone should actively participate in class. This course has two components:
-	Class participation: Students are expected to attend all classes and actively participate in the classwork.
-	Extensive reading:  Students sign out graded readers of their choice from the library. You are encouraged and read as many
readers as possible during the term. You will write reaction papers about the readers in English and orally present the
summaries in the class (you will do a book a week); you will also submit the reaction paper (they should be about a
paragraph long).

成績評価の方法
- Classwork (reaction papers for graded readers, vocabulary quizzes, and other activities): 60 %
- Final examination: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
No prerequisites.

テキスト
Lee, Linda and Erik Gundersen. Select Readings Intermediate (2nd ed.). Oxford University Press.
(ISBN: 978-0-19-433212-5)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Intorduction to Academic Reading and Extensive Reading

Chapter 1: Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1
Vocab Quiz 1

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

Chapter 1

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their comprehension abilities in English.

Following DP1（教養の修得）and DP6（文化現象の総合的理解）, the goals for this course are as follows:
1) to comprehend texts accurately
2) to comprehend texts fluently
3) to be aware of coherence and cohesion in comprehending texts
4) to understand paragraph structures
5) to build up vocabulary
6) to understand sentence structures

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  c

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 2: Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

Chapter 2
Vocab Quiz 2

60

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

第9回 Chapter 4
Vocab Quiz 4

第7回

第8回

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class

Chapter 3: Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

Chapter 3
Vocab Quiz 3

60

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

Chapter 4: Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class
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60

第11回

第12回

第13回

Chapter 6:　Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class

Chapter 6
Vocab Quiz 5

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class

Chapter 7: Introduction

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class

60

第10回

60

Chapter 7
Vocab Quiz 6

60

60

第15回

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class 60

Final Exam

Reveiw the lesson; Work on the assignment; Be prepared for the next class

Review of the Final Exam

Reveiw the lesson

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Each lesson starts with about 10 minutes of sharing your pleasure (extensive) reading.
Lessons are conducted in English and the students are also expected to respond in English in class.
The students are expected to participate actively in class.
Chapters chosen for the lessons are subject to change.

成績評価の方法
Classwork (oral and written summaries for graded readers, vocabulary quizzes, homework assignemnts, and other activities):
60 %
Final examination: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
Select Readings (intermediate)(2nd Ed.)  by Linda Lee and Erik Gundersen   (Oxford University Press)
（初回から使用します）

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction of Class
Oral Introduction of Chapter One :Answering 6
Common Interview Questions
How to chosse texts for extensive reading

Read Chapter One :Answering 6
Common Interview Questions

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter One :Answering 6 Common Interview
Questions
Presentation (graded readers)

Read Chapter One :Answering 6
Common Interview
Select and read graded readers

120

Chapter One :Answering 6 Common Interview
Questions

Read Chapter One :Answering 6
Common Interview Questions
Select and read graded readers

120

テーマ・概要
This  is a compulsory subject for Englsh major students designed to improve their reading comprehension ability.

Following DP1（教養の修得）and DP6（文化現象の総合的理解）, the goals for this course are as follows:
1)  to comprehend texts accurately
2)  to  comrehenid texts fluently
3)  to be aware of coherence and cohesion in comprehending texts
4)  to  understand paragraph structures
5)  to  build up vocabulary, and
6)  to  understand sentence structures

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  d

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Chapter Two: Young Women Changing the
World / Oral Introduction
Presentation (graded readers)

Read Chapter Two: Young Women
Changing the World
Select and read graded readers

120

Chapter Two: Young Women Changing the
World
Presentation (graded readers)

120

Read Chapter Four:  Learning to Speak
Select and read graded readers

120

第9回 Chapter Four:  Learning to Speak
Presentation (graded readers)

第7回

第8回

Read Chapter Two: Young Women
Changing the World
Select and read  graded readers

Chapter Three:  Students Learning Teams /Oral
Introduction
Presentation (graded readers)

Read Chapter Three:  Students
Learning Teams
Select and read graded readers

120

Chapter Three:  Students Learning Teams
Presentation (graded readers)

120

Read Chapter Three:  Students
Learning Teams
Select and read graded readesr

120

Vocabulary Quiz (chapter One and Two)
Chapter Four:  Learning to Speak / Oral
 Introduction
Presentation (graded readers)

Read Chapter Four:  Learning to Speak
prepare for vocabulary quiz
Select and read graded readers
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120

第11回

第12回

第13回

Chapter Six: Culture Shock/Oral Introduction
Presentation (graded readers)

Read Chapter Six: Culture Shock
Select and read graded readers

Vocabulary Quiz(Chapter Three and Four)
Chapter Six: Culture Shock
Presentation (graded readers)

Read Chapter Six: Culture Shock
Prepare for vocabulary quiz
Select and read graded readers

Chapter Seven: Private Lives /Oral Introduction
Presentation (graded readers)

Read Chapter Seven: Private Lives
Select and read graded readers

.

120

第10回

120

Chapter Seven: Private Lives
Presentation (graded readers)

120

120

第15回

Read Chapter Seven: Private Lives
Select and read graded readers

120

Final examination

Prepare for final examination

Review final examination

Review final examination by themselves

第14回
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Students can ask questions either in class or in my office hour.

授業の方法
All the classes are held in English.  The students are also expected to respond to the class in English.  They are
expected to participate actively in class. All the studenrs must bring their textbooks on the first day of the class.

成績評価の方法
Classwork (oral and written summariies for graded readers, vocabulary quizzes, and other activities): 60%,
Final examination: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
No prerequisites

テキスト
Select Readings (intermediate)(2nd Ed.)  by Linda Lee and Erik Gundersen   (Oxford University Press)
ISBN 9780194332125

参考書
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの英文法』　研究社．
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの前置詞』　研究社．
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの英語感覚』　研究社．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction of the class.
Oral Introduction for Chapter One:  Answering 6 Common Interview Questions

Read Chapter One 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter One: Answering 6 Common Interview Questions
Presentation for extensive reading

Read Chapter One
Select and read graded readers

60

Chapter One: Answering 6 Common Interview Questions

Read Chapter One
Select and read graded readers

60

テーマ・概要
This class is a compulsory subject for English major students designed to improve their comprehension ability in English.

Following DP1（教養の修得）and DP6（文化現象の総合的理解）, the goals for this course are as follows:

1) to comprehend texts accurately
2) to comprehend texts fluently
3) to be aware of coherence and cohesion in comprehending texts
4) to understand paragraph structure
5) to build up vocabulary
6) to understand sentence structures

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  e

鈴木　京子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期

- 98 -



第4回

第5回

第6回

Vocabulary quiz for Chapter One
Chapter Two: Young women Changing the World/Oral Introduction
Presentation for extensive reading

Read Chapter Two
Prepare for vocabulary quiz
Select and read graded readers

60

Chapter Two: Young Women Changing the World
Presentation for extensive reading

60

Read Chapter Three
Select and read graded readers

60

第9回 Chapter Three: Students Learning Teams
Presentation for extensive reading

第7回

第8回

Read Chapter Two
Select and read graded readers

Chapter Two: Young Women Changing the World
Presentation for extensive reading

Read Chapter Two
Select and read graded readers

60

Vocabulary quiz for Chapter Two
Chapter Three: Students Learning Teams/Oral Introduction
Presentation for extensive reading

60

Read Chapter Three
Prepare for vocabulary quiz
Select and read graded readers

60

Chapter Three: Students Learning Teams
Presentation for extensive reading

Read Chapter Three
Select and read graded readers
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary quiz for Chapter Three
Chapter Four: Learning to Speak/Oral Introduction
Presentation for extensive reading

Read Chapter Four
Prepare for vocabulary quiz
Select and read graded readers

Chapter Four: Learning to Speak
Presentation for extensive reading

Read Chapter Four
Select and read graded readers

Chapter Four: Learning to Speak
Presentation for extensive reading

Read Chapter Four
Select and read graded readers

60

第10回

60

Vocabulary quiz for Chapter Four
Review the chapters the students learned
Presentation for extensive reading

60

60

第15回

Review Chapters One, Two, Three and Four
Select and read graded readers

60

Final exam

Prepare for the final exam

Review the final exam

Review the final exam by themselves

第14回
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Students can ask questions in the class or after the class.

授業の方法
All the classes are held in English. The students are also expected to respond to the class in English. They are expected
to participate actively in class.

成績評価の方法
Classwork (oral and written summaries for graded readers, vocabulary quizzes and other activities): 60%
Final examination: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
No prerequisites

テキスト
Select Readings (Intermediate) (2nd Edition) by Linda Lee and Erik Gundersen (Oxford University Press)

参考書
One graded reader of the student's choice a week

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction

Read Chapter 1. 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1
Presentation (graded readers)

Read Chapter 1 and select and read
graded readers.

120

Chapter 1

Read Chapter 1 and select and read
graded readers.

120

テーマ・概要
This class is a compulsory subject for English major students designed to improve their comprehension ability in English.

Following DP1 （教養の修得） and DP6 （文化現象の総合的理解）, the goals for the course are as follows.
1) to comprehend texts accurately
2) to comprehend texts fluently
3) to be aware of coherence and cohesion in comprehending texts
4) to understand paragraph structures
5) to build up vocabulary
6) to understand sentence structures

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｒｅａｄｉｎｇ  f

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Vocabulary quiz for Chapter 1, Chapter 2 , and
Presentation (graded readers)

Read Chapter 2 and prepare for
vocabulary quiz.
Select and read graded readers.

120

Chapter 2
Presentation (graded readers)

120

Read Chapter 3 and select and read
graded readers.

120

第9回 Chapter 3
Presentation (graded readers)

第7回

第8回

Read Chapter 2 and select and read
graded readers.

Chapter 2
Presentation (graded readers)

Read Chapter 2 and select and read
graded readers.

120

Vocabulary quiz for Chapter 2, Chapter 3, and
Presentation (graded readers)

120

Read Chapter 3 and prepare for
vocabulary quiz.
Select and read graded readers.

120

Chapter 3
Presentation (graded readers)

Read Chapter 3 and select and read
graded readers.
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120

第11回

第12回

第13回

Vocabulary quiz for Chapter 3, Chapter 4 , and
Presentation (graded readers)

Read Chapter 4 and prepare for
vocabulary quiz.
Select and read graded readers.

Chapter 4
Presentation (graded readers)

Read Chapter 4 and select and read
graded readers.

Chapter 4
Presentation (graded readers)

Read Chapter 4 and select and read
graded readers.

120

第10回

120

Vocabulary quiz for Chapter 4.
Review Chapter 1,2,3, and 4.
Presentation (graded readers)

120

120

第15回

Review Chapter 1,2,3, and 4.
Select and read graded readers.

120

Final exam

Prepare for exam and review.

Review final exam

Review final exam by themselves.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
All the classes are held in English.  The students are also expected to respond to the class in English.
They are expected to participate actively in class.

成績評価の方法
Classwork (oral and written summaries for graded readers, vocabulary quizzes, and other activities): 60 %
Final examination: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
No prerequisites

テキスト
Select Readings: Intermediate (by Linda Lee and Erik Gundersen, Oxford UP).

参考書
N/A

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course introduction

Writing sample 60-120
minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Essay Introduction, Body, and Conclusion

Writing assignment 60-120
minutes

Introduction to essay organization

Writing assignment 60-120
minutes

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1 （教養の修得） and DP6 （文化現象の総合的理解）, the goals for the course are as follows.
The students are expected to:

written work

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ a

ヴァンベンタイゼン　ロバート

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Read and analyze five-paragraph essay:Introduction,
body, conclusion

Writing assignment 60-120
minutes

Plan and write first draft of five-paragraph essay

60-120
minutes

Writing assignment 60-120
minutes

第9回 Plan and write first draft of opinion essay

第7回

第8回

Writing assignment

Revise and edit five-paragraph essay

Writing assignment 60-120
minutes

Final version of five-paragraph essay

60-120
minutes

Writing assignment 60-120
minutes

Read and analyze opinion essay

Writing assignment
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60-120
minutes

第11回

第12回

第13回

Revise and edit opinion essay

Writing assignment

Brainstorm topics, plan, and write 4-6 paragraph
essay (cause and effect)

Writing assignment

Revise and edit 4-6 paragraph essay
(cause and effect)

Writing assignment

60-120
minutes

第10回

60-120
minutes

Final version of 4-6 paragraph essay
(cause and effect)

60-120
minutes

30-60
minutes

第15回

Writing assignment 60-120
minutes

Preparation for final exam

Exam preparation

Final exam:essay writing

Final review

第14回

- 108 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
The language of instruction is English. Students are encouraged to participate actively in class.
Students will be required to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to
understand basic points of good academic writing.
Students will complete a variety of short and later longer written exercises both in class and for homework.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:
Classwork: 40%
Weekly preparation and revision: 20%
Paragraphs/Essays that are submitted for grading: 40%

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Select Readings (intermediate, 2nd edition). by Linda Lee and Erik Gunderson. Oxford University Press.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction: Writing
Chapter 1: Getting ready to write

- Review of class
- Homework

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 3: Revising and editing

- Review of class
- Homework

90

Chapter 2: Writing paragraphs

- Review of class
- Homework

90

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1 （教養の修得） and DP6 （文化現象の総合的理解）, the goals for the course are as follows.
The students are expected to:
- be able to use a variety of conjunctions to from longer, more complex sentences
- be able to use a variety of discourse markers to logically present their ideas
- be able to write a paragraph consisting of a coherent topic sentence with relevant supporting sentences
- be able to write an essay consisting of a coherent thesis statement with relevant supporting ideas
- be able to follow necessary steps in essay writing, from brain storming, writing an outline, formatting to revising their
written work

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ b

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 3: Revising and editing

- Review of class
- Homework

90

Chapter 4: Writing essays

90

- Review of class
- Homework

90

第9回 Chapter 6: Division and classification essays

第7回

第8回

- Review of class
- Homework

Chapter 4: Writing essays

- Review of class
- Homework

90

Chapter 5: Process essays

90

- Review of class
- Homework

90

Chapter 6: Division and classification essays

- Review of class
- Homework
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90

第11回

第12回

第13回

Chapter 7: Cause and effect essays

- Review of class
- Homework

Chapter 7: Cause and effect essays

- Review of class
- Homework

Chapter 8: Comparison and contrast essays

- Review of class
- Homework

90

第10回

90

Chapter 8: Comparison and contrast essays

120

90

第15回

- Review of class
- Homework

90

Chapter 9: Problem-solution essays

- Review of class
- Homework

Review of course
Final essay due

- Review of class
- Homewor

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
The language of instruction is English. Students are encouraged to participate actively in class. Students will be required
to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to understand basic points of
good academic writing. Students will complete a variety of short and later longer written exercises both in class and for
homework.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:
- Classwork: 40%
- Weekly preparation and revision: 20%
- Paragraphs/Essays that are submitted for grading: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
Blanchard, Karen and Christine Root. (2017). Ready to Write 3: From Paragraph to Essay (4th ed.). Pearson. (ISBN: 978-0-13-
439933-1)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction

【予習・復習】シラバスを読み、授業の内容や課題の取り組み方を理解する。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Supporting Sentences

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

The Topic sentence

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1 （教養の修得） and DP6 （文化現象の総合的理解）, the goals for the course are as follows.
The students are expected to:
a, be able to use a variety of conjunctions to from longer, more complex sentences
b. be able to use a variety of discourse markers to logically present their ideas
c. be able to write a paragraph consisting of a coherent topic sentence with relevant supporting sentences
d. be able to expand their paragraph writing and write an essay based on it

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ c

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

The Concluding Sentence

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

Descriptive Paragraphs

90分

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

第9回 Coherence

第7回

第8回

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

Narrative Paragraphs

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

Expository Paragraphs， Mid-term exam

90分

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

120分

Unity

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。
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90分

第11回

第12回

第13回

Cohesion

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

Reasons and Results

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

Opinion

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

第10回

90分

Structure of Essay

60分

120分

第15回

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

90分

Improving Essay

【予習】指示されたWriting to Communicateの練習問題をやっておく。
【復習】writingの解答を見直す。

Roundup

【予習・復習】授業内容を振り返り、writing課題について改善点を研究する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
The language of instruction is mostly English. Students are encouraged to participate actively in class.
Students will be required to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to
understand basic points of good academic writing.
Students will complete a variety of short and later longer written exercises both in class and for homework.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:
Classwork: 40%
Weekly preparation and revision: 20%
Paragraphs/Essays that are submitted for grading: 40%

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39 and the following points.
a. complexity of sentences
b. logical presentation of the ideas with discourse markers
c. writing a coherently structured paragraph
d. writing a well structured essay

必要な予備知識／先修科目／関連科目
NA

テキスト
Cynthia A. Boardman , Writing to Communicate 1 paragraphs,  Pearson Japan, ISBN  9780136141914 税込価格3,294 円

参考書
The students will be directed to reference books in class.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
「日本のレトリックと英語のレトリックの違い似ついて」discussion
Writing to Communicate 1(Chapter 1)

Writing to Communicate 1(Chapter 1) 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Writing to Communicate 1(Chapter 2)
Let's Write in English Mode Unit 2

Process Writing no.1

Writing to Communicate 1(Chapter 2)
Let's Write in English Mode Unit 2

120

Writing to Communicate 1(Chapter 1)
Let's Write in English Mode Unit 1

Writing no.1

Writing to Communicate 1(Chapter 1)
Let's Write in English Mode Unit 1

120

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1（教養の修得) and DP6（文化現象の総合的理解), the goals for this course are as follows:
to be able to use a variety of conjunctions to form longer, more complex sentences,
to be able to use a vaiety of discourse markers to logically present their ideas, and
to be able to write a paragraph consisting of a coherent topic sentence with relevant supporting sentences, which may later
be developed into an essay.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ d

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Writing to Communicate 1(Chapter 3)
Let's Write in English Mode Unit 3

Writing to Communicate 1(Chapter 3)
Let's Write in English Mode Unit 3

Rewrite Writing no.1

120

Writing to Communicate 1(Chapter 4)
Let's Write in English Mode Unit 4

120

Writing to Communicate 1(Chapter 6)
Let's Write in English Mode Unit 7

Rewrite Writing no.2

120

第9回 Writing to Communicate 1(Chapter 6)
Let's Write in English Mode Unit 7

第7回

第8回

Writing to Communicate 1(Chapter 4)
Let's Write in English Mode Unit 4

Writing to Communicate 1(Chapter 4)
Grammar Quiz no.1(Unit 1~Unit 4)
Let's Write in English Mode Unit 5

Writing to Communicate 1(Chapter 4)
Prepare for garmmar quiz no. 1
Let's Write in English Mode Unit 5

120

Writing to Communicate 1(Chapter 5)
Let's Write in English Mode Unit 5

Writing no.2

120

Writing to Communicate 1(Chapter 5)
Let's Write in English Mode Unit 5

120

Writing to Communicate 1(Chapter 5)
Let's Write in English Mode Unit 6

Process writing no.2

Writing to Communicate 1(Chapter 5)
Let's Write in English Mode Unit 6
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120

第11回

第12回

第13回

Writing to Communicate 1(Chapter 6)
Let's Write in English Mode Unit 8

Essay-1

Writing to Communicate 1(Chapter 6)
Let's Write in English Mode Unit 8

Essay 1

Writing to Communicate 1(Chapter 7)
Let's Write in English Mode Unit 9

Essay 2

Writing to Communicate 1(Chapter 7)
Let's Write in English Mode Unit 9

Essay 2

Writing to Communicate 1(Chapter 8)
Grammar Quiz no.2 (Unit 5~Unit 9)

Essay 3

Writing to Communicate 1(Chapter 8)
Prepare for grammar quiz no.2

Essay 3

120

第10回

120

Writing to Communicate 1(Chapter 9)

Essay 4

120

120

第15回

Writing to Communicate 1(Chapter 9)

Essay 4

120

Writing Presentation (Final Presentation) no.1

Prepare for final presentation no.1

Writing Presentation (Final Presentation) no.2

Prepare for final presentation no.2

第14回
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Students can ask questions either in class or in my office hour.  オフィスアワーについては、ポータルサイトで周知する。

授業の方法
The language of instruction is mostly English.  Students are encouraged to participate actively in class.  Students will be
required to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to udnerstand
basic points of good academic writng.  Students will complete  a variety of short and later longer written exercises both in
class and for homework. All the students must bring their textbooks on the first day of the class.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:classwork 40%, weekly preparation and revision 20%, and paragraphs/essays that are
submitted for grading 40%,

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
No prerequisites

テキスト
Boardman, Cynthia, A.  (2008).  Writing to Communicate 1  paragraphs.  Pearson/Longman.
大井恭子、伊藤文彦.　(2012). 『Let's Write in English Mode　英語モードが身につくライティング』研究社.

参考書
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの英文法』　研究社．
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの前置詞』　研究社．
大西泰斗、ポール・マックベイ.  (1996).  「ネイティブ　スピーカーの英語感覚』　研究社．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course
Introduction: Writing in English
Chapter 1: The Organization of Paragraphs

Buy the Textbook before coming to the first class
Read Introduction: Writing in English and Chapter 1: The Organization of Paragraphs

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1: The Organization of Paragraphs

Read Chapter 1 and answer questions 60

Chapter 1: The Organization of Paragraphs

Read Chapter 1 and answer questions 60

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1 (教養の修得）and DP6 (文化現象の総合的理解), the goals for the course are as follows.
The students are expected to:
◆ be able to use a variety of conjunctions to form longer, more complex sentences
◆ be able to use basic discourse markers to logically present their ideas
◆ be able to write a paragraph consisting of a coherent topic sentence with relevant supporting sentences

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ e

鈴木　京子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 1: The Organization of Paragraphs

Read Chapter 1 and answer questions 60

Chapter 2: Characteristics of Good Writing

60

Read Chapter 3 and answer questions 60

第9回 Chapter 3: The Writing Process

第7回

第8回

Read Chapter 2 and answer questions

Chapter 2:  Characteristics of Good Writing

Read Chapter 2 and answer questions 60

Chapter 2:  Characteristics of Good Writing

60

Read Chapter 2 and answer questions 60

Chapter 3: The Writing Process

Read Chapter 3 and answer questions
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60

第11回

第12回

第13回

Bringing It All Together
Chapter 4: From Paragraph to Essay

Study Bringing It All Together
Read Chapter 4 and answer questions

Chapter 4: From Paragraph to Essay

Read Chapter 4 and answer questions

Chapter 4: From Paragraph to Essay

Read Chapter 4 and answer questions

60

第10回

60

Chapter 5: The Thesis Statement

60

60

第15回

Read Chapter 5 and answer questions 60

Chapter 5: The Thesis Statement

Read Chapter 5 and answer questions

Final Exam

Review all the chapters the students learned

第14回
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Please ask questions in the class or after the class.

授業の方法
The language of instruction is mostly English. Students are encouraged to participate actively in class.
Students will be required to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to
understand basic points of good academic writing.
Students will complete a variety of short and later longer written exercises both in class and for homework.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:
Classwork: 40%
Weekly preparation and revision: 20%
Paragraphs/Essays that are submitted for grading: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (Third Edition) by Cynthia A. Boardman and Jia Frydenberg. Pearson Longman
(2008)

参考書
Will be specified in class.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction

Look at your textbook  overall and
prepare for your class.

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 2

Read your text book from page 20 to 25
and prepare for your class.

120

Writing Guide and Chapter 1

Read your textbook from page 6 to 19
and prepare for your class.

120

テーマ・概要
This is a compulsory subject for English major students designed to improve their academic writing ability.

Following DP1 （教養の修得） and DP6 （文化現象の総合的理解）, the goals for the course are as follows.
The students are expected to:
・be able to use a variety of conjunctions to form longer, more complex sentences
・be able to use basic discourse markers to logically present their ideas
・be able to write a paragraph consisting of a coherent topic sentence with relevant supporting sentences

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｉ f

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11051411204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 3

Read your textbook from page 26 to 31
and prepare for your class.

120

Chapter 4

120

Read your textbook from page 56 to 61
and prepare for your class.

120

第9回 Chapter 8

第7回

第8回

Read your textbook from page 32 to 37
and prepare for your class.

Chapter 5

Read your textbook from page 38 to 43
and prepare for your class.

120

Chapter 6

120

Read your textbook from page 44 to 49
and prepare for your class.

120

Chapter 7

Read your textbook from page 50 to 55
and prepare for your class.
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120

第11回

第12回

第13回

Chapter 9

Read your textbook from page 62 to 67
and prepare for your class.

Chapter 10

Read your textbook from page 68 to 73
and prepare for your class.

Chapter 11

Read your textbook from page 74 to 79
and prepare for your class.

120

第10回

120

Chapter 12

60

120

第15回

Read your textbook from page 80 to 83
and prepare for your class.

120

Chapter 13

Read your textbook from page 84 to 87
and prepare for your class.

Consolidation

Look back to the classes you had in this
term.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
The language of instruction is mostly English. Students are encouraged to participate actively in class.
Students will be required to read and analyze short texts in the textbook and other supplementary materials in order to
understand basic points of good academic writing.
Students will complete a variety of short and later longer written exercises both in class and for homework.

成績評価の方法
Grades will be decided as follows:
Classwork: 40%
Weekly preparation and revision: 20%
Paragraphs/Essays that are submitted for grading: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
Get Your Message Across (Nan'un-do, 2008): ISBN 978-4-523-17593-3

参考書
N/A

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の計画の説明。課題の評価基準の説明。
Chapter 1　The Process of Writing

授業前に教科書を入手してから授業に臨むこと。Chapter 1 のParagraph Organization を読んでくる
こと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1 The Process of Writng (継続）

Paragraph とessay の総復習をしておくこと 60

Chapter 1 The Process of Writing （継続）

Chapter 1 Essay Organization を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

テーマ・概要
この授業では、2年次に学習したacademic writing の基礎を復習するとともに、更に書く力を伸ばすために練習をする。分かりやすい英語
を書くためには、まず与えられたトピックの性質を理解し、アイデアを出して整理して、整った形のessay に仕上げるというプロセスを経
ることを2年次に学習したが、3年次では更にそれを敷衍して、様々なテーマに沿って適切な英語を書く練習をする。

基本的なparagraphs や　essaysの書き方を復習して体得することはもちろんのことであるが、更にテーマにふさわしい書き方を学習し、
自分一人の力で読者を納得させる書き方を身につけることを目標とする。そのために、ほぼ隔週のペースで課題を提出することが求められ
る。多くの力を使う授業であるが、英語が書けるようになるためには、努力を惜しまないで学んで欲しい。

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II a

鈴木　京子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 2 The Cause and Effect Essay

Chapter 2 Cause and Effect を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 2 Cause and Effect Essay （継続）

60

Chapter 4 Writing Focus を読んでくること 60

第9回 Chapter 4 Summarizing and Responding

第7回

第8回

Chapter 2 の残りを読んでくること

Chapter 3 The Problem and Solution Essay

Chapter 3 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 3 The Problem and Solution Essay （継続）

60

Chapter 3 The Problem and Solution Essay の残りを読んでくること 60

Bringing It All Together

Bringing It All Together を読んで問題を解いてくること

前週からの課題を提出すること
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60

第11回

第12回

第13回

Chapter 4 Summarizing and Responding （継続）

Chapter 4 Language Focus を読んでくること

Chapter 5 Responding to a Travel Story: Using Quatations

Chapter 5 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

Chapter 5 Responding to a Travel Story: Using Quotations（継続）

Chapter 5 Incorporating Outside Information into Your Writing を読んでくること

60

第10回

60

Chapter 6 Two Sidesof an Issue: Responding with Paraphrasing

120

60

第15回

Chapter 6 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 6 Two Sides of an Issue: Responding with Paraphrasing（継続）

Chapter 6  Paraphrasing 以下を読んでくること

Chapter 6 Two Sides of an Issue: Responding with Paraphrasing（継続）

今学期学んだことの総復習をすること。基本的な専門用語の理解ができているか確認すること

第14回

- 132 -



授業中もしくは授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は教科書に沿って進める。教科書の課題を授業内で解いて、その課で学ばなくてはいけないことを意識に上らせ体得する。それらの学
習の後、各課の一番最後に載っている課題に沿って自分なりの文章を宿題として書く。提出された課題は添削され返されるので、注意事項
に沿って書き直しを行い、再度提出する。提出された課題には点数が付いているので、それが主な成績として考慮される。

成績評価の方法
提出された課題に対して付けられた点数の平均点（８０％）と平常点（２０％）で成績を付ける。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
少なくともparagraph とessayの基本的な書き方を知っておくこと。

テキスト
Writing to Communicate 3: Essays and the Short Research Paper
Cynthia A. Boardman, Pearson Longman, 2009

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の計画の説明。課題の評価基準の説明。
Chapter 1　The Process of Writing

授業前に教科書を入手してから授業に臨むこと。Chapter 1 のParagraph Organization を読んでくる
こと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1 The Process of Writng (継続）

Paragraph とessay の総復習をしておくこと 60

Chapter 1 The Process of Writing （継続）

Chapter 1 Essay Organization を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

テーマ・概要
この授業では、2年次に学習したacademic writing の基礎を復習するとともに、更に書く力を伸ばすために練習をする。分かりやすい英語
を書くためには、まず与えられたトピックの性質を理解し、アイデアを出して整理して、整った形のessay に仕上げるというプロセスを経
ることを2年次に学習したが、3年次では更にそれを敷衍して、様々なテーマに沿って適切な英語を書く練習をする。

基本的なparagraphs や　essaysの書き方を復習して体得することはもちろんのことであるが、更にテーマにふさわしい書き方を学習し、
自分一人の力で読者を納得させる書き方を身につけることを目標とする。そのために、ほぼ隔週のペースで課題を提出することが求められ
る。多くの力を使う授業であるが、英語が書けるようになるためには、努力を惜しまないで学んで欲しい。

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II b

鈴木　京子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 2 The Cause and Effect Essay

Chapter 2 Cause and Effect を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 2 Cause and Effect Essay （継続）

60

Chapter 4 Writing Focus を読んでくること 60

第9回 Chapter 4 Summarizing and Responding

第7回

第8回

Chapter 2 の残りを読んでくること

Chapter 3 The Problem and Solution Essay

Chapter 3 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 3 The Problem and Solution Essay （継続）

60

Chapter 3 The Problem and Solution Essay の残りを読んでくること 60

Bringing It All Together

Bringing It All Together を読んで問題を解いてくること

前週からの課題を提出すること
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60

第11回

第12回

第13回

Chapter 4 Summarizing and Responding （継続）

Chapter 4 Language Focus を読んでくること

Chapter 5 Responding to a Travel Story: Using Quatations

Chapter 5 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

Chapter 5 Responding to a Travel Story: Using Quotations（継続）

Chapter 5 Incorporating Outside Information into Your Writing を読んでくること

60

第10回

60

Chapter 6 Two Sidesof an Issue: Responding with Paraphrasing

120

60

第15回

Chapter 6 Writing Focus を読んでくること

前週からの課題を提出すること

60

Chapter 6 Two Sides of an Issue: Responding with Paraphrasing（継続）

Chapter 6  Paraphrasing 以下を読んでくること

Chapter 6 Two Sides of an Issue: Responding with Paraphrasing（継続）

今学期学んだことの総復習をすること。基本的な専門用語の理解ができているか確認すること

第14回
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授業中もしくは授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は教科書に沿って進める。教科書の課題を授業内で解いて、その課で学ばなくてはいけないことを意識に上らせ体得する。それらの学
習の後、各課の一番最後に載っている課題に沿って自分なりの文章を宿題として書く。提出された課題は添削され返されるので、注意事項
に沿って書き直しを行い、再度提出する。提出された課題には点数が付いているので、それが主な成績として考慮される。

成績評価の方法
提出された課題に対して付けられた点数の平均点（８０％）と平常点（２０％）で成績を付ける。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
少なくともparagraph とessayの基本的な書き方を知っておくこと。

テキスト
Writing to Communicate 3: Essays and the Short Research Paper
Cynthia A. Boardman, Pearson Longman, 2009

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course; plagiarism; first writing exercises

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Good readers and thinkers make good writers: choosing a topic and generating ideas

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Review of essay format; analysis of successful essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

テーマ・概要
This class will help students to improve their academic writing skills while focusing in particular on the following:
●　review of the standard parts of an academic essay
●　clear and concise thesis statements
●　the purpose of the paragraph
●　the structure of the essay, and how to achieve logic, coherence and clarity

Students will focus on the essay writing process itself, from brainstorming for ideas and researching topics to making
outlines, in order to produce a thoughtful, intelligent and well-supported presentation of a topic.

This syllabus is subject to modification based on the contents of individual classe

Upon successful completion of this course, students should be able to
●　think more critically about chosen topics and express intelligent ideas about the topic in written language that
reflects this critical thinking
●　understand how to define a good topic for an academic essay and write a good thesis statement
●　understand how to collect and generate ideas and organize them in paragraphs
●　understand how to organize paragraphs into longer essays with good introductions and conclusions

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II c

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Thesis statements; introductions and conclusions

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Paragraphs; organizing information

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

第9回 Language of the academic essay I

第7回

第8回

Read the assigned texts and complete the homework.

Researching a topic; drafting and revising essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Outlines

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

More on plagiarism; research resources

Read the assigned texts and complete the homework.
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Language of the academic essay II

Read the assigned texts and complete the homework.

Use of quotations; paraphrasing and citations

Read the assigned texts and complete the homework.

Effective strategies of grammar, punctuation and vocabulary

Read the assigned texts and complete the homework.

1-2 hours

第10回

1-2 hours

Developing good proofreading and editing skills

1-2 hours

1-2 hours

第15回

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Formatting a research paper; notes; bibliographies

Read the assigned texts and complete the homework.

Final review

Optional review of the course.

第14回
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Students can ask questions immediately before class, anytime during class, and after class.

授業の方法
Students will read and analyze short texts in order to understand the basic points of good academic writing. Students will
complete a variety of written exercises in the textbook, both in class and for homework. Longer written exercises will begin
with paragraphs and will build up to essays of 1 – 2 pages in length.

Students are required to
●　attend class regularly (attendance will be recorded at every class)
●　come to class prepared (all homework completed; no late homework will be accepted)
●　participate fully and actively in class

成績評価の方法
Research paper 50%
Essay 30%
Book review 10%
Coursework and attendance 10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation no. 39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Zemach, Broudy, and Valvona. Writing Research Papers
Macmillan (2011)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course; plagiarism; first writing exercises

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Good readers and thinkers make good writers: choosing a topic and generating ideas

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Review of essay format; analysis of successful essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

テーマ・概要
This class will help students to improve their academic writing skills while focusing in particular on the following:
●　review of the standard parts of an academic essay
●　clear and concise thesis statements
●　the purpose of the paragraph
●　the structure of the essay, and how to achieve logic, coherence and clarity

Students will focus on the essay writing process itself, from brainstorming for ideas and researching topics to making
outlines, in order to produce a thoughtful, intelligent and well-supported presentation of a topic.

This syllabus is subject to modification based on the contents of individual classe

Upon successful completion of this course, students should be able to
●　think more critically about chosen topics and express intelligent ideas about the topic in written language that
reflects this critical thinking
●　understand how to define a good topic for an academic essay and write a good thesis statement
●　understand how to collect and generate ideas and organize them in paragraphs
●　understand how to organize paragraphs into longer essays with good introductions and conclusions

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II d

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 後期

- 142 -



第4回

第5回

第6回

Thesis statements; introductions and conclusions

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Paragraphs; organizing information

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

第9回 Language of the academic essay I

第7回

第8回

Read the assigned texts and complete the homework.

Researching a topic; drafting and revising essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Outlines

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

More on plagiarism; research resources

Read the assigned texts and complete the homework.
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Language of the academic essay II

Read the assigned texts and complete the homework.

Use of quotations; paraphrasing and citations

Read the assigned texts and complete the homework.

Effective strategies of grammar, punctuation and vocabulary

Read the assigned texts and complete the homework.

1-2 hours

第10回

1-2 hours

Developing good proofreading and editing skills

1-2 hours

1-2 hours

第15回

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Formatting a research paper; notes; bibliographies

Read the assigned texts and complete the homework.

Final review

Optional review of the course.

第14回
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Students can ask questions immediately before class, anytime during class, and after class.

授業の方法
Students will read and analyze short texts in order to understand the basic points of good academic writing. Students will
complete a variety of written exercises in the textbook, both in class and for homework. Longer written exercises will begin
with paragraphs and will build up to essays of 1 – 2 pages in length.

Students are required to
●　attend class regularly (attendance will be recorded at every class)
●　come to class prepared (all homework completed; no late homework will be accepted)
●　participate fully and actively in class

成績評価の方法
Research paper 50%
Essay 30%
Book review 10%
Coursework and attendance 10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation no. 39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Zemach, Broudy, and Valvona. Writing Research Papers
Macmillan (2011)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course; plagiarism; first writing exercises

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Good readers and thinkers make good writers: choosing a topic and generating ideas

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Review of essay format; analysis of successful essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

テーマ・概要
This class will help students to improve their academic writing skills while focusing in particular on the following:
●　review of the standard parts of an academic essay
●　clear and concise thesis statements
●　the purpose of the paragraph
●　the structure of the essay, and how to achieve logic, coherence and clarity

Students will focus on the essay writing process itself, from brainstorming for ideas and researching topics to making
outlines, in order to produce a thoughtful, intelligent and well-supported presentation of a topic.

This syllabus is subject to modification based on the contents of individual classe

Upon successful completion of this course, students should be able to
●　think more critically about chosen topics and express intelligent ideas about the topic in written language that
reflects this critical thinking
●　understand how to define a good topic for an academic essay and write a good thesis statement
●　understand how to collect and generate ideas and organize them in paragraphs
●　understand how to organize paragraphs into longer essays with good introductions and conclusions

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II e

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Thesis statements; introductions and conclusions

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Paragraphs; organizing information

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

第9回 Language of the academic essay I

第7回

第8回

Read the assigned texts and complete the homework.

Researching a topic; drafting and revising essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Outlines

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

More on plagiarism; research resources

Read the assigned texts and complete the homework.
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Language of the academic essay II

Read the assigned texts and complete the homework.

Use of quotations; paraphrasing and citations

Read the assigned texts and complete the homework.

Effective strategies of grammar, punctuation and vocabulary

Read the assigned texts and complete the homework.

1-2 hours

第10回

1-2 hours

Developing good proofreading and editing skills

1-2 hours

1-2 hours

第15回

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Formatting a research paper; notes; bibliographies

Read the assigned texts and complete the homework.

Final review

Optional review of the course.

第14回
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Students can ask questions immediately before class, anytime during class, and after class.

授業の方法
Students will read and analyze short texts in order to understand the basic points of good academic writing. Students will
complete a variety of written exercises in the textbook, both in class and for homework. Longer written exercises will begin
with paragraphs and will build up to essays of 1 – 2 pages in length.

Students are required to
●　attend class regularly (attendance will be recorded at every class)
●　come to class prepared (all homework completed; no late homework will be accepted)
●　participate fully and actively in class

成績評価の方法
Research paper 50%
Essay 30%
Book review 10%
Coursework and attendance 10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation no. 39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Zemach, Broudy, and Valvona. Writing Research Papers
Macmillan (2011)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course; plagiarism; first writing exercises

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Good readers and thinkers make good writers: choosing a topic and generating ideas

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Review of essay format; analysis of successful essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

テーマ・概要
This class will help students to improve their academic writing skills while focusing in particular on the following:
●　review of the standard parts of an academic essay
●　clear and concise thesis statements
●　the purpose of the paragraph
●　the structure of the essay, and how to achieve logic, coherence and clarity

Students will focus on the essay writing process itself, from brainstorming for ideas and researching topics to making
outlines, in order to produce a thoughtful, intelligent and well-supported presentation of a topic.

This syllabus is subject to modification based on the contents of individual classe

Upon successful completion of this course, students should be able to
●　think more critically about chosen topics and express intelligent ideas about the topic in written language that
reflects this critical thinking
●　understand how to define a good topic for an academic essay and write a good thesis statement
●　understand how to collect and generate ideas and organize them in paragraphs
●　understand how to organize paragraphs into longer essays with good introductions and conclusions

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　II f

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Thesis statements; introductions and conclusions

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Paragraphs; organizing information

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

第9回 Language of the academic essay I

第7回

第8回

Read the assigned texts and complete the homework.

Researching a topic; drafting and revising essays

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Outlines

1-2 hours

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

More on plagiarism; research resources

Read the assigned texts and complete the homework.
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Language of the academic essay II

Read the assigned texts and complete the homework.

Use of quotations; paraphrasing and citations

Read the assigned texts and complete the homework.

Effective strategies of grammar, punctuation and vocabulary

Read the assigned texts and complete the homework.

1-2 hours

第10回

1-2 hours

Developing good proofreading and editing skills

1-2 hours

1-2 hours

第15回

Read the assigned texts and complete the homework. 1-2 hours

Formatting a research paper; notes; bibliographies

Read the assigned texts and complete the homework.

Final review

Optional review of the course.

第14回
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Students can ask questions immediately before class, anytime during class, and after class.

授業の方法
Students will read and analyze short texts in order to understand the basic points of good academic writing. Students will
complete a variety of written exercises in the textbook, both in class and for homework. Longer written exercises will begin
with paragraphs and will build up to essays of 1 – 2 pages in length.

Students are required to
●　attend class regularly (attendance will be recorded at every class)
●　come to class prepared (all homework completed; no late homework will be accepted)
●　participate fully and actively in class

成績評価の方法
Research paper 50%
Essay 30%
Book review 10%
Coursework and attendance 10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation no. 39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Zemach, Broudy, and Valvona. Writing Research Papers
Macmillan (2011)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  a

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  b

ラーデマッハ　マリ　ジェハジン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  c

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 165 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  d

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  e

ラーデマッハ　マリ　ジェハジン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Class introduction and orientation.

Check the syllabus 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Understanding Different Kinds of Claim

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Facts and Opinions

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

テーマ・概要
The aim of this class is to develop students' critical thinking and reasoning skills. Students will learn to apply these
skills to both academic disciplines as well as to their lives in general.

In accordance with the university's Diploma Policy, the course will, in addition, aim to improve students'
communication skills in English and broaden their understanding of key issues related to the subject (see: DP 6).

到達目標

授業の計画と準備学修

１年次演習  f

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411301

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Evaluating Claims and Assessing Sources

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Impartial and Biased Perspectives

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第9回 Occam's Razor

第7回

第8回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Identifying Media Bias (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Identifying Media Bias (2)

60

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Confirmation Bias

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Review Session

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (1)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Constructing an Argument (2)

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

第10回

60

Identifying Weak Arguments (1)

60

60

第15回

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

60

Assumptions and Reasoning errors

Read / review class materials.
Preview materials for next lesson

Review Quiz and Final Test

Read / review class materials.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Students will work in pairs and small groups as well as individually from time toi time. Some classes / parts of classes
will be teacher-led discussion and input sessions.

成績評価の方法
Classwork: 50%
Homework: 20%
Completing a Reflection Sheet: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
none

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher.

参考書
Watch the TV news. Read newspapers.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays.
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society,
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture,
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ａ

ラーデマッハ　マリ　ジェハジン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry.
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice.
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers,
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The
lesson plan may be modified depending on your actual progress.

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria:

1) classroom participation 20%
2) group presentation 20%
3) In-class test 30%
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（授業の進め方等の説明、担当者決定）

次回分を熟読 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト #1 精読 (ii)
"Father and Son" pp. 213-18

今回分を再読
次回分を熟読

60分

テクスト #1 精読 (i)

"Father and Son" pp. 207-13

今回分を再読
次回分を熟読

60分

テーマ・概要
　20世紀アメリカ合衆国の黒人作家による作品を読みます。合衆国において常に〈他者〉として存在してきたアフリカ系の人々の文学には
豊かで長い伝統があります。その全体をこの授業で捉えることは到底無理ですので、20世紀の数十年間の時期に限定し、そのほんの一部を
見ていきたいと思います。
　合衆国における黒人の文学を読むことで、合衆国において黒人であるということを作家たちがどう捉え、どう表現してきたかを見ていき
ます。そうすることで、〈他者〉であるということはどういうことなのかについて考えていきます。その他に、英語で書かれた小説の文章
の意味をきちんと理解する、文学作品の分析の仕方を学ぶといったことも目標とします。

DP1（教養の修得）、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を
他者に正確に伝達する能力）、DP8（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1) 文学的テクストを分析する力を養う。
2) 英語で書かれた文章の意味を作者の意図を含めて正確に読解する力を養う。
3) プレゼンテーションとレポートを通して、自分の言葉で発信する力を養う。
4) レポートの作成を通して論理的・批判的に思考する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ａ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テクスト #1 精読 (iii)
"Father and Son" pp. 218-27

今回分を再読
次回分を熟読

60分

テクスト #1 精読 (iv)
"Father and Son" pp. 227-32

60分

今回分を再読
次回分を熟読

60分

第9回 テキスト #2 精読 (i)  "The Sheriff's Children" pp. 131-34

第7回

第8回

今回分を再読
次回分を熟読

テクスト #1 精読 (vi)
"Father and Son" pp. 232-40

今回分を再読
次回分を熟読

60分

テクスト #1 精読 (vii)
"Father and Son" pp. 240-47

60分

今回分を再読
次回分を熟読

60分

テクスト #1 精読 (viii)
"Father and Son" pp. 247-55

今回分を再読
次回分を熟読
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60分

第11回

第12回

第13回

テキスト #2 精読 (ii)  "The Sheriff's Children" pp. 134-39

今回分を再読
次回分を熟読

テキスト #2 精読 (iii)  "The Sheriff's Children" pp. 139-43

今回分を再読
次回分を熟読

テキスト #2 精読 (iv) "The Sheriff's Children" pp. 143-48

今回分を再読

60分

第10回

60分

レポート作成 #1 テーマを決める

60分

60分

第15回

レポートのテーマを考える 60分

レポート作成 #2 アウトラインを作る

レポートのアウトラインを考える。

レポート作成 #3 レヴュー

レポートへの評価を踏まえて反省点について考える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
アフリカ系アメリカ人の作家ラングストン・ヒューズとチャールズ・W・チェスナットの短編小説を一編ずつ読みます。2回目から8回目の
授業ではヒューズの作品を、9回目から12 回目までの授業では、チェスナットの作品を読みます。それぞれの短編について、3〜4名の担当
者がその回で精読する範囲に関してハンドアウトを作成し、発表します。クラスの全員がそれぞれの短編について発表を行うことになりま
すので、この授業では全員が二回発表することになります。
作品の精読後、13回目から15回目の授業では、授業で読んだ作品についてレポートを書く準備を行います。

成績評価の方法
発表2回分 (20%+20%) 　＋　授業参加（30%）レポート(30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
以下の作品のプリントを第一回授業で配布します。
Chesnutt, Charles W. “The Sheriff's Children.” 1899. Charles W. Chesnutt: Stories Novels & Essays. Edited by Werner
Sollers.  Library of America, 2002, pp. 131-48..
Hughes, Langston. “Father and Son.” The Ways of White Folks. 1934. Vintage, 1990, pp. 207-55.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays.
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society,
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture,
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ｂ

ラルフ　ジェイムズ　バーナビー

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期

- 186 -



第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry.
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice.
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers,
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The
lesson plan may be modified depending on your actual progress.

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria:

1) classroom participation 20%
2) group presentation 20%
3) In-class test 30%
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：［映画鑑賞］Sound of Music（1965年、174分）

映画についてInternet Movie Databaseや英語版Wikipediaで調べる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

［講義］論文の書き方

提出論文の書き方についてフレッシャーズ・セミナーで学んだこととあわせ復習する 60

［映画鑑賞］Sound of Music（続き）

コメントシート（１）を作成する 60

テーマ・概要
＜Sound of Music (1959)を読む＞
ジュリー・アンドリュース主演の映画『サウンド・オブ・ミュージック』（1965）や、そのナンバー「ドレミの歌」は誰でも知っているで
しょう。この演習ではその原作であるSound of Musicの舞台上演台本を読み、映画や作品についての批評を手がかりにして、この作品の背
景となっている1950年代のアメリカ社会や、アメリカ文化におけるアメリカン・ミュージカルの意義を学びます。また、自分で設定した問
題に答えるという論文の執筆作法を学び、卒業論文の準備を行います。

以下の目標に到達することで、DP1（教養の修得）およびDP2（課題の発見と解決）を実現する。
上演台本や戯曲の形式に慣れ、平易な口語英語で書かれたテキストの意味を深く読めるようになる
冷戦下の1950年代アメリカ社会におけるさまざまな文化的文脈について学ぶ
アメリカン・ミュージカルの形式的特徴を知る
論文のための課題を自ら発見し、その答えを説得力のある論拠とともに示す

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ｂ

日比野　啓

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 1, Scenes 1-3, pp. 11-28

テキストの該当箇所を精読する 90

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 1, Scenes 4-5, pp. 29-46

90

課せられた論文を通読する／コメントシート（２）を作成する 120

第9回 ［読解・批評］Sound of Music関連論文を読む（１）

第7回

第8回

テキストの該当箇所を精読する／コメントシート（２）を作成する

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 1, Scenes 6-8, pp. 47-60

テキストの該当箇所を精読する 90

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 1, Scenes 9-10, pp. 61-80

90

テキストの該当箇所を精読する／コメントシート（２）を作成する 90

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 1, Scenes 11-13, pp. 81-98

テキストの該当箇所を精読する
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90

第11回

第12回

第13回

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 2, Scene 1, pp. 101-119

テキストの該当箇所を精読する

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 2, Scenes 2-5, pp. 120-139

テキストの該当箇所を精読する

［発表・ディスカッション］Sound of Music, Act 2, Scenes 6-7, pp. 140-149 90

テキストの該当箇所を精読する／期末論文要旨（800字）および引用文献表提出

90

第10回

120

［読解・批評］Sound of Music関連論文を読む（2）

120

90

第15回

課せられた論文を通読する 90

［読解・批評］期末論文第一稿合評会

期末論文（3200字）第一稿提出

［読解・批評］Sound of Music関連論文を読む（３）

期末論文決定稿提出

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
ゼミ形式。授業への積極的な参加を期待します。

成績評価の方法
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

成績評価の基準
コメントシート16%（4点×4回）
期末論文40%（8点+12点+20点）
発表24%
授業への積極的な関与18%

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
Lindsay, Howard and  Russel Crouse. The Sound of Music: The Complete Book and Lyrics of the Broadway Musical. Applause 
Theatre Book, 2010. ISBN-13: 978-1-4234-9079-1

参考書
Flinn, Caryl. The Sound of Music (BFI Film Classics). British Film Institute, 2015. ISBN-13: 978-1-84457-474-2
Wolf, Stacy.  A Problem like Maria: Gender and Sexuality in the American Musical. University of Michigan Press, 2012. ISBN-
13: 978-0-472-09772-2

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of 
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle 
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays. 
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and 
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society, 
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture, 
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections 
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to 
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and 
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and 
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ｃ

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas 
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on 
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry. 
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry 
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence 
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice. 
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in 
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work 
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas 
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work 
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions 
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must 
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA 
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from 
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers, 
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of 
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and 
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’ 
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The 
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for 
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from 
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role 
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative 
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice 
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final 
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main 
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation 20% 
2) group presentation 20% 
3) In-class test 30% 
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
Sociolinguistics
Unit 1: Projections

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Unit 2:; Making up gender
Fictionalising ourselves

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

Unit 2: Making up gender
Social roles and socialisation

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

テーマ・概要
言語とは、話し手（書き手）と聞き手（読み手）というがいて初めて成り立ちます。そして、そこに、それらの人たちの立場や関係性、ど
のような場での発話なのか、といった多数の条件が絡んで、意味が成立します。つまり、社会的な背景・要素抜きには、人の言語活動を理
解することはできないのです。この授業では、言語と社会を研究する「社会言語学」の主要なトピックから、特に言語とジェンダーの問題
に焦点を当てます。教科書からの知識を増やすことに加え、自分たちの身の回りの言語事象に注意を払う習慣をつけるようにしましょう。

DP1, DP2, DP5, DP８に準じ、以下の目標を到達できるよう目指します。
・授業で扱われた社会言語学の基本的な概念を理解すること。
・授業で扱われた社会言語学の基本的な用語を適切に使えるようになること。
・社会言語学の主要なリサーチ手法を理解すること。
・自分の身の回りの言語事象に興味を持ち、社会言語学的観点から、口頭で、また、タームペーパーで、それを伝えられるようになるこ
と。

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ｃ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Unit 3: All in the mind?
Cognition and language

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

Unit 3: All in the mind?
Prototypes and stereotypes

90

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

第9回 Unit 4: Gender and speech styles
History of research

第7回

第8回

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

Unit 3: All in the mind? 
Gender and grammatical rules

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

Unit 4: Gender and speech styles
Folklinguistics

90

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

Unit 4: Gender and speech styles
History of research

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.
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90

第11回

第12回

第13回

Term-end projects
Doing research

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

Unit 5: Unit 4: Gender and speech styles
Folklinguistics

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

Unit 5 Gender and speech styles
History of research

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

第10回

90

Unit 5: Gender and speech styles
Dominance? Difference?

120

90

第15回

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

90

Presentation Group 1

Review.
Be prepared for the next class, including working on the assignment.

Presentation Group 2

Review.
Work on your term paper.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Week 3までは担当教員がテキストの内容を紹介し、ディスカッションやエクササイズをリードします。
Week 4からは学生たちがテキストの担当の箇所を事前に読み、Week3までの授業の進め方を参考に、クラスメート相手にリーダー役で授業
を進めていきます。必ず事前にアポをとって、内容確認をしてください。
授業中はペアワーク、グループワークが多く、自分が発見したことや思ったことをクラスメートをシェアすることが重視されます。
テキストは英語で書かれたもので、文献リサーチなどでは英語に触れる機会が多くなります。

*初回の授業から教科書を使います。

成績評価の方法
In-class contribution: 40%
'Being the teacher'：30%
Term paper: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
Goddard, A. and Mean, L. (2009). Language and Gender, 2nd edition. Abingdon: Routledge
ISBN 978-0-415-46663-9

参考書
適宜授業内で配布、あるいはリストを配ります

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of 
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle 
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays. 
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and 
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society, 
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture, 
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections 
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to 
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and 
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and 
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ｄ

ラーデマッハ　マリ　ジェハジン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期

- 202 -



第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas 
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on 
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry. 
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry 
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence 
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice. 
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in 
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work 
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas 
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work 
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions 
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must 
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA 
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from 
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers, 
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of 
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and 
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’ 
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The 
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for 
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from 
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role 
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative 
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice 
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final 
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main 
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation 20% 
2) group presentation 20% 
3) In-class test 30% 
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：
授業の進め方の説明、作品の概略紹介

原作についての情報を調べる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映画鑑賞
コメント提出

映画に関するコメントを提出する 60

映画鑑賞

映画に関する情報を調べる 60

テーマ・概要
ディズニー映画でよく知られる『メリー・ポピンズ』(1964)の原作Mary Poppins(1934)を読みます。児童文学として根強い人気がある本作
品ですが、本演習では作品の背景となっている大戦間期のイギリス社会の階級制度や女性の社会的地位について考察します。また、製作年
や物語の設定時代が原作とは異なる映画との比較を行い、その相違点の理由を、歴史的な視点から分析します。

DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）、DP8（問題発見
能力および多面的な分析能力）を実現するために、以下の点を到達目標とする。
（１）英語で文学作品を読み、要約や発表をし、また関連論文を読むことで、作品理解を深める力を養う。
（２）作品の背景となっているイギリスの社会や文化に関する情報を調べ、作品を多面的に分析する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ｄ

丹羽　敦子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter One

テキストの該当箇所を精読する 90

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Two, Three

90

テキストの該当箇所を精読する 90

第9回 原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Ten

第7回

第8回

テキストの該当箇所を精読するする

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Four, Five

テキストの該当箇所を精読する 90

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Six, Seven

90

テキストの該当箇所を精読する 90

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Eight, Nine

テキストの該当箇所を精読する
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120

第11回

第12回

第13回

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Eleven

テキストの該当箇所を精読する

原作の精読、発表、ディスカッション：Chapter Twelve
課題レポート第１稿の要旨を発表

テキストの該当箇所を精読する
課題レポートの要旨をまとめる

原作と映画に関する論文を読む

該当論文を読む

90

第10回

90

原作と映画に関する論文を読む

120

90

第15回

該当論文を読む 90

原作と映画に関する論文を読む

該当論文を読む

課題レポートの発表

課題レポートを完成させ提出する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
セミ形式
学生の発表とディスカッションを中心にすすめる

成績評価の方法
課題レポート５０％、コメント等ワークシート１０％、発表４０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
第１回目の授業で指示する

参考書
随時紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of 
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle 
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays. 
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and 
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society, 
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture, 
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections 
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to 
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and 
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and 
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ｅ

ラルフ　ジェイムズ　バーナビー

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas 
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on 
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry. 
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry 
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence 
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice. 
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in 
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work 
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas 
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work 
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions 
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must 
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA 
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from 
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers, 
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of 
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and 
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’ 
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The 
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for 
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from 
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role 
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative 
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice 
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final 
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main 
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation 20% 
2) group presentation 20% 
3) In-class test 30% 
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業について
作者、作品について
担当部分を決定

あらかじめ、シラバスに目を通しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Wuthering Heights (2)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

Wuthering Heights (1)

あらかじめ指定された箇所を呼んでおく。 60

テーマ・概要
本演習では、世界十大恋愛小説のひとつWuthering Heights (by Emily Bronte, 1847)を取り扱い、階級、主体と他者、ジェンダー上の非
対称といった現代批評理論の概念を補助線としながら、作品分析を試みる。

批評理論の知識を深め、具体的な英語圏文学の作品の精読を通じて議論の仕方を学ぶと同時に、専門課程にふさわしい形式・内容の整った
学術論文について学び、最終的には作成できるようになることを目標とする。英米文化学科のDiploma Policyでいうと【文化現象の総合的
理解】（DP6）と【問題発見能力および多面的な分析能力】（DP7）および【他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力】
（DP8)を身につけることを到達目標としている。

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ｅ

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Wuthering Heights (3)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

Wuthering Heights (4)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

第9回 Wuthering Heights (8)

第7回

第8回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。

Wuthering Heights (5)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

Wuthering Heights (6)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

Wuthering Heights (7)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。
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60

第11回

第12回

第13回

Wuthering Heights (9)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。

Wuthering Heights (10)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。

Wuthering Heights (11)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。

60

第10回

60

Wuthering Heights (12)

30

60

第15回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。 60

Wuthering Heights (13)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく。

総括

授業内容を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業形態は、数名から成るグループがそれぞれ担当部分の要旨を述べ、論点を整理し、議論をおこない、そののちに教員やほかの受講生か
らのレスポンスをうけるという演習形式である。しかし、最初の数回の授業は、教員や英文のテキストに慣れてもらうために、講義形式を
予定している。

成績評価の方法
授業への貢献度（30％）、学期末のレポート（70％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
19世紀のイギリス社会や歴史についての基本的な知識があることが望ましい。

テキスト
『絵と原文で楽しむ　Wuthering Heights by Emily Bronte』（大阪教育図書、2007年）
ISBN: 978-4-271-11318-2

参考書
Wuthering Heights: York Notes for A-Level (Perason  Education Limited, 2016)
ISBN: 978-1292138190
『嵐が丘』（岩波文庫、新潮文庫版など）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

The foundation of Western culture I. Greek philosophy and literature. Core texts: a retelling of the tale of 
Oedipus, short selections from The Odyssey. Important people and ideas mentioned: Plato (idealism), Aristotle 
(relativism and poetics), Homer (the Odyssey and Iliad) Aristophanes (comedy), Sophocles (tragedy).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The middle ages I. Core texts: Caedmon’s Hymn, the song Sumer is Icumen In, a summary of some mystery plays. 
Important people and ideas mentioned: the rise and dominance of the Christian church, plague in Europe.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The foundation of Western culture II. Core texts: the seventh Ode from Book IV by Horace. Important people and 
ideas mentioned: Cicero (politics), Virgil (the Aneid).

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

テーマ・概要
This course is intended to give students a basic, broad understanding of the development of Western literature and society, 
focussing after the first two weeks (which are on the Greeks and Romans) on the development of English and American culture, 
especially as relevant to students of a Department with a focus on English and American Language and Literature. Selections 
are very short – typically a paragraph. They are not simplified, however, so the teacher will work with the students to 
develop their understanding of the content and language.

It is intended that this panoramic overview will allow students to build a contextual framework for the literature and 
language they encounter over the course of their studies, as well as giving them opportunities to work on their reading and 
listening skills via authentic texts and short, targeted lectures.

This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習Ｉ ｆ

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411302

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

The middle ages. Core texts: short selections from Chaucer’s Canterbury Tales. Important people and ideas 
mentioned: literacy rates, British pastoralism, the development of English as a language.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Start work on 
presentations.

60 mins

The Renaissance. Core texts: selections from Shakespeare’s plays and sonnets, Sidney’s Defence of Poetry. 
Important people and ideas mentioned: the fall of Constantinople and the spread of concentrated knowledge, Henry 
VIII and the rise of the Church of England, Elizabeth I and the building of a British empire.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

第9回 The Romantics and Sensibility. Core texts: Percy Shelley’s Ozymandias, selections from Blake’s Songs of Innocence 
and Experience, selections from Mary Shelley’s Frankenstein, selections from Jane Austen’s Pride and Prejudice. 
Main ideas: the increased influence of women in culture and politics, sensibility as a popular concept, life in 
Europe after the French Revolution.

第7回

第8回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Continue work 
on presentations.

The seventeenth century. Core texts: short selections from Milton’s Paradise Lost. Important people and ideas 
mentioned: the civil war, the plague, the fire of London, the Restoration, Charles I, Cromwell, Charles II.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Complete work 
on presentations.

60 mins

Student group presentations on one aspect of previous classes. Presentations are 10-15 minutes long, with questions 
at the end. Information should build on things learned already. The presentation script must be submitted. It must 
follow the rules of essay writing in that it must not be plagiarised and must include references in MLA or APA 
style.

60 mins

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. 60 mins

The long eighteenth century. Core Texts: short selections from Swift’s Gulliver’s Travels, short selections from 
Alexander Pope’s Dunciad. Important people and ideas mentioned: the birth of the novel and professional writers, 
satire, political stability and the growth of British influence, the rise of the middle class, the growth of 
theatre, opera, pleasure gardens and other entertainments.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.
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60 mins

第11回

第12回

第13回

“A whole new world”. Core texts: selections from Thoreau’s Walden, selections from the poetry of Dickinson and 
Poe’s The Raven. Main ideas: slavery, the rise of railroads, American gothic and pastoralism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Victorians and Empire. Core texts: Kipling’s Gunga Din and The White Man’s Burden, selections from Dickens’ 
Great Expectations. Main ideas: orientalism, imperialism, colonialism and post-colonialism.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

Towards the present. Core texts: selections from Wilde’s The Picture of Doran Gray, selections from Eliot’s The 
Waste-Land, selections from Woolf’s A Room of One’s Own. Main ideas: fin de siècle, modernism, searching for 
meaning before and after WWI.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions.

60 mins

第10回

60 mins

What does it all mean? Core texts: selections from Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas, selections from 
Rushdie’s Midnight’s Children, selections from the poetry of Maya Angelou. Main ideas: postmodernism and the role 
of literature as cultural form in the present day.

Own choice

60 mins

第15回

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Preparative 
study for in-class test.

60 mins

In-class test. This will cover material from the course so far. It will include short-answer and multiple-choice 
questions.

Preparation for next week via reading handouts and answering focus questions. Work on final 
paper.

Cultural Studies. Core texts: the article “Snow White and the Seven Slaves”, Michael Jackson’s Thriller. Main 
ideas: understanding intersections between literature, film, music, text and culture.

Reflection on course content.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation 20% 
2) group presentation 20% 
3) In-class test 30% 
4) Final paper 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

自己紹介をする。
ゼミ運営についての説明する。
テキスト輪読の割り当てを決める。
「ことばと差別」についてディスカッション
　　
　　
ことばと差別について考える
講義内容の復習をする。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

講義：　記号としてのことば　
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表＆　ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.7-10を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

60

講義：　ことばについて考える　
　
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.1-6を読んでくる。
講義内容の復習をする。

30

テーマ・概要
＜「ことば」について考える＞

　この演習の目的は、ことばの性質について多方面から学び、「ことば」とは何かについて考えることである。

　私たちが日常何気なく使っていることばは、コミュニケーションプロセスにおいて私たちの気持ちを伝える大切な道具であるが、実は、
伝えようとしたことがなかなか相手に通じない、まったく違うことが伝わってしまうなど、ことばは難しい。この授業では、言語学の理論
だけでなく、現代の日本文化を代表するポップカルチャーも話題にしながら、様々な分野からことばについて考察し、言葉で気持ちを伝え
ることの難しさの理由を模索していく。
この演習では、「ことば」の性質を話題にしながら「社会」との関連について考え、さらにことばの習得についても考える。

DP7を実現するために、以下の6点をこの授業の目標とする。
１）　「ことば」の性質を学び、「社会」との関わりについて考察する。
２）　平易な英語で書かれたテキストを正確に読み、内容についてわかりやすく説明できる能力を養う。
３）　プリゼンテーションのためのレジメの作成方法、効果的な口頭発表の方法を習得する。
４）　Power Pointを使って発表できるようになる。
５）　レポートの書き方（参考文献のつけ方、注の入れ方などの書式）の基本を習得する。
６)   　ことばの習得について考える。
７）　「調べ学習」「と「論文」の違いについて理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

２年次演習II ｆ

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251411303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

講義：　動物のことばと人間のことば　
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp..11-16を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

90

講義：　言語と思考について考える　
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

90

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.37-40を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

90

第9回 テキスト輪読, プリゼンテーション、＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

第7回

第8回

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp. 17-20を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

講義：　言語と思考について考える　
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.21-26を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

90

講義：　脳科学からことばの習得を考える
テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

90

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.27-30を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

90

テキスト輪読、プリゼンテーション、 ＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.31-36を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。
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30

第11回

第12回

第13回

テキスト輪読, プリゼンテーション、＆　ディスカッション

個人発表　＆ディスカッション

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.41-47を読んでくる。
講義内容の復習をする。

個人発表の準備をする。

小テスト　（これまでの輪読内容のテスト）

講義内容の復習をする。
テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.48-51を読んでくる。

小テストの振り返り

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.52-58を読んでくる。
講義内容の復習をする。

90

第10回

90

シンポジウム　No.1

授業の総括をする。

90

90

第15回

シンポジウムの準備をする。 90

シンポジウム　No.2

授業の総括をする。

シンポジウムの準備をする。

シンポジウム　No.3

授業の総括をする。

シンポジウムの準備をする。

テキスト(Language A Mirror of Our 
World)のpp.59-61を読んでくる。
講義内容の復習をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、講義、輪読及び口頭発表、ディスカッション、シンポジウムの形式をとる。

成績評価の方法
ディスカッションへの参加度（小テストも含める）を40%、口頭発表とレポートを60%として評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
履修上、必要な単位数を取得済みであること。

テキスト
McCONNELL, JOAN.  (1984).  Language A Mirror of Our World.  ISBN 4-7919-1156-3    ( 1,200円＋税)
必要に応じて、テキストを授業内で配布する。

参考書
授業の中で、それぞれの話題についての参考文献を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、
ゼミの運用方法などの説明。

シラバスをよく読むこと。 10分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ジェンダーに関する議論、第2回
ジェンダーに関する応用的な理論の概説

予習、復習：前回の議論の内容の再吟味と、次回のための課題について自分なりの考えをまとめてお
く。指名された人は口頭発表の準備。

９０分

ジェンダーに関する議論、第1回
ジェンダーに関する基礎的な理論の概説

予習：前回の講義で出された課題について自分なりの考えを整理しておく。 ９０分

テーマ・概要
英語圏文化研究の基礎と応用を学ぶ

ここ数十年の間に英語圏の文学研究は、より広い視野をもった文化研究へと発展的に拡大をした。以前は、詩や小説などの狭い意味での文
学作品がもっぱら研究の対象となっていたが、最近では映画などの映像テクストも分析の対象となっている。そこで問題となっているの
は、さまざま「差異difference」である。この語が意味するのは、たとえば「男と女」「白人と有色人種」というような差異であって、そ
れは横並びの違いではない。そこにはいわば優劣、権力関係が暗黙のうちにある。男／白人は優位、女／有色人種は劣位となる。こういっ
た差別（差異）の構造が、いまだに私たちの社会の基本にあり、私たちの世界観、人生観を無意識のうちに決定していることが多い。

現在の文化研究は、ジェンダー、人種、階級などなどの差異の構造をさまざまな文化テクストに批判的に読み込み、私たちの意識を変える
ことを目指している。このゼミでは、英語圏の文化研究の基礎を学び、それを具体的なテクストの分析として実践し、卒業論文を実際に書
く知識と技術を身につけることを目的とする。分析の対象は、小説、詩、演劇、映画などなど、原則的に受講者の希望を受け入れたい。

DP6 (文化現象の総合的理解）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の２点を到達目標
とする。
①文化テクストの歴史的、政治的文脈の理解
②他者表象を理解するばかりか、身近な他者に自身の議論を明晰に伝達する能力

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ａ

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ジェンダーに関する議論、第３回
ジェンダーに関する章についての口頭発表と討議

予習、復習：口頭発表をしなかった者は、リアクション・ペーパーの提出の準備をする。 ９０分

ジェンダーに関する議論、第4回
前回の討議を受けてのリアクション・ペーパーの提出とゼミ全体の議論

９０分

予習、復習：人種についてのこれまでの議論の整理と次回のための課題につき自分なりの考えをまとめ
ておく。

９０分

第9回 人種に関する議論、第4回
前回の討議を受けてのリアクション・ペーパーの提出とゼミ全体の議論

第7回

第8回

予習、復習：ジェンダーについてのこれまでの議論の整理と次回のための課題につき自分なりの考えを
まとめておく。

人種に関する議論、第1回
人種に関する基礎的な理論の概説

予習：前回の講義で出された課題について自分なりの考えを整理しておく。 ９０分

人種に関する議論、第2回
人種に関する応用的な理論の概説

９０分

予習、復習：前回の議論の内容の再吟味と、次回のための課題について自分なりの考えをまとめてお
く。指名された人は口頭発表の準備。

９０分

人種に関する議論、第3回
人種に関する応用的な理論の概説

予習、復習：口頭発表をしなかった者は、リアクション・ペーパーの提出の準備をする。
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９０分

第11回

第12回

第13回

階級に関する議論、第1回
階級に関する基礎的な理論の概説

予習：前回の講義で出された課題について自分なりの考えを整理しておく。

階級に関する議論、第2回
階級に関する応用的な理論の概説

予習、復習：前回の議論の内容の再吟味と、次回のための課題について自分なりの考えをまとめてお
く。指名された人は口頭発表の準備。

階級に関する議論、第３回
階級に関する章についての口頭発表と討議

予習、復習：口頭発表をしなかった者は、リアクション・ペーパーの提出の準備をする。

９０分

第10回

９０分

階級に関する議論、第4回
前回の討議を受けてのリアクション・ペーパーの提出とゼミ全体の議論

１２０分

１２０分

第15回

予習、復習：人種についてのこれまでの議論の整理と次回のための課題につき自分なりの考えをまとめ
ておく。

９０分

ジェンダー、人種、階級を主たる分析の対象としたテクスト読解の実践的な訓練

予習：課題のテクストについて自分なりの解釈をしておく。

前回の読解を受け手のリアクション・ペーパーの提出とそれを踏まえての討議

予習、復習：前回の議論を踏まえてリアクション・ペーパーの提出の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
ジェンダー、人種、階級についての基礎理論を身につけるために、基本的には講義形式と口頭発表を採用をするが、理解度の確認のために
適宜リアクション・ペイパーを提出してもらい、それをゼミ全体で講評をしながらディスカッションを行い、知識の共有を目指す。最終の
2回はそれまでに獲得された知識を踏まえた上でのテクスト分析とゼミ全体のディスカッションを行う。

成績評価の方法
平常点（30％）、リアクション・ペイパー（30％）、学期末のターム・ペイパー（40％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
英語の文献を担当者が用意する。

参考書
適宜複数紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

前期のまとめ。

シラバスをよく読んでおくこと。 10分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。 ９０分

テクスト１に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

テーマ・概要
前期に身につけた文化研究の基礎知識を使用して、具体的なテクスト分析を行う。
基本的に受講生が各自選択をしたテクストについて独自の解釈を口頭発表によって行い、それを踏まえて討議をする。

DP6 (文化現象の総合的理解）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の２点を到達目標
とする。
①文化テクストの歴史的、政治的文脈の理解
②他者表象を理解するばかりか、身近な他者に自身の議論を明晰に伝達する能力

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ａ

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テクスト2に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

９０分

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。 ９０分

第9回 前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

第7回

第8回

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。

テクスト3に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

９０分

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。 ９０分

テクスト４に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。
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９０分

第11回

第12回

第13回

テクスト５に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。

テクスト６に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

９０分

第10回

９０分

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

１２０分

１２０分

第15回

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。 ９０分

これまでの議論をまとめて自分なりの解釈を整理して口述できるようにし、提出するタームペーパーの準備をする。

予習、復習：前回の議論を踏まえて、発表をした人以外はリアクション・ペーパーの準備。

前期、後期を通じて学んだこと全体に関する質疑応答。

予習、復習：理解が不十分な点について自分でチェックしておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には受講生が選択した文化テクストを分析をしていく。まずは指名された者が口頭発表をして、それを踏まえて議論をする。次の週
には発表した人以外の学生がリアクション・ペーパー

成績評価の方法
評価の方法
平常点（30％）、リアクション・ペイパー（30％）、学期末のターム・ペイパー（40％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
期に獲得した文化研究に関する基礎知識。

テキスト
前期に関してはおもにコピーを配布する。後期に関しては事前に各自でＤＶＤなどをレンタルで利用をする。

参考書
適宜複数を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
ゼミの運営方法に関する説明

予習：シラバスをよく読んでおくこと。 10分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクストの読解、第２回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

テクストの読解、第1回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。 ９０分

テーマ・概要
現在の英語圏の文化研究における有力かつ強力な分析手法の一つに精神分析（psychoanalysis）がある。これは言語に支配された人間の意
識の構造と力が、本人が思いもよらない（抑圧している）「無意識」によって決定されているという洞察を中心とする理論である。この手
法を導入することによって、さまざまな文化テクスト（物語、小説、詩、演劇、映画、夢などなど）が、作者の意図とは違う、ときにはそ
れを裏切るような内容を語っていることが明らかになる。いわば、分析をするテクストの「無意識」を読む作業となる。精神分析は、この
ように通常の読み方ではできない（読めない）内容＝無意識を読むことを可能にし、実際に卒業論文を書くときに、非常にユニークな視点
をもたらすことになるだろう。

このゼミでは、精神分析理論の基礎と応用を実践的に学ぶことで、多様な文化テクストの「無意識」を研究対象としたい。精神分析は同時
に研究対象を分析する自分自身の「無意識」をも明らかにすることがある。卒業論文を最終的に書くことで、これまで気がつかなかった自
分について知ることになれば理想的である。

前期は基礎概念の理解、後期はその応用を目指す。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①精神分析理論を援用し文化テクストの無意識を理解できる。
②自身で対象テクストを選択し、その政治的かつ文化的無意識を分析できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｂ

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テクストの読解、第３回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

テクストの読解、第4回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

９０分

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

第9回 テクストの読解、第8回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

第7回

第8回

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

テクストの読解、第5回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

テクストの読解、第6回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

９０分

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

テクストの読解、第7回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。
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９０分

第11回

第12回

第13回

テクストの読解、第9回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

テクストの読解、第10回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

テクストの読解、第11回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

第10回

９０分

テクストの読解、第12回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

１２０分

１２０分

第15回

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

９０分

テクストの読解、第13回。
指名された担当者が該当箇所について発表する。それを受けてゼミ全体で議論をする。

予習：指名された者は当該個所に関する発表の準備、それ以外の者は当該個所の予習。
復習：前回に問題となった箇所についてよく咀嚼をして自分なりに概念を使用できることを目指す。

前期で修得した知識を総動員して、精神分析の基礎理論につきゼミ全体で議論をする

前期で学んだ諸概念をよく理解をし、提出するタームペーパーの準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
担当教員が用意した精神分析の基礎概念に関するテクストを指名された担当者が指定された範囲に関して口頭で内容を要約した発表をす
る。それを受けてゼミ全体で議論をする。その作業の繰り返しにより、精神分析の基礎的な理論を身につけることを目指す。

成績評価の方法
平常点（30％）、口頭発表の質＋議論の質と頻度（30％）、学期末のターム・ペイパー（40％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
授業担当者がコピーなどで用意をする。

参考書
多くをゼミのなかで紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、第1回。
後期のゼミのやり方などの説明。

シラバスをよく読む。 １０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト１に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

ガイダンス、第２回。
前期に学んだ精神分析の基礎的な理論の復習

復習：前期に学んだ知識の整理をする。 ９０分

テーマ・概要
前期に獲得した精神分析に関する基礎的な理論を駆使して様々な文化テクストを分析する。
具体的には、2週間に１つという割合でゼミ全体で小説、映画などのテクストを分析をして、卒業論文作成のための実践的な能力を身につ
ける。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①精神分析理論を援用し文化テクストの無意識を理解できる。
②自身で対象テクストを選択し、その政治的かつ文化的無意識を分析できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｂ

遠藤　不比人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

テクスト２に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

９０分

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

第9回 テクスト４に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

第7回

第8回

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

テクスト３に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

９０分

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。
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９０分

第11回

第12回

第13回

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

テクスト５に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

９０分

第10回

９０分

テクスト６に関する口頭発表とそれを踏まえたゼミでの議論。

１２０分

９０分

第15回

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。 ９０分

前回の議論を踏まえて口頭発表の担当者以外の者は、それぞれリアクション・ペーパを提出し、それを踏まえてさらに議論を深
める。

予習：指名された人は口頭発表の準備。それ以外の人は当該テクストを読解しておく。

これまでの議論をまとめて自分なりの解釈を整理して口述できるようにし、提出するタームペーパーの準備をする。

復習：後期の分析をしたテクストをめぐる議論の整理をしておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には受講生が選択した文化テクストを分析をしていく。まずは指名された者が口頭発表をしてそれを踏まえて議論をする。次の週に
は発表した人以外の学生がリアクション・ペーパーを提出し、それを踏まえて議論をゼミ全体で行い、解釈を全員で共有していく。このよ
うな形式で後期に6つのテクストを分析する。

成績評価の方法
平常点（30％）、リアクション・ペイパー（30％）、学期末のターム・ペイパー（40％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期に獲得した知識。

テキスト
小説の場合はコピーを配布。映画の場合は各自でDVDを観ておく。

参考書
多くをゼミのなかで紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　：『ハムレット』について
（創作年代、材源、上演史など）

特になし。 0

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

１幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。 60

イントロダクション　：『ハムレット』について
（批評史など）

翻訳版『ハムレット』を読んで、登場人物やあらすじを理解しておくこと。 60

テーマ・概要
『ハムレット』を読む
シェイクスピアの四大悲劇の一つである『ハムレット』をとりあげます。このゼミでは劇を二つの立場から読んでいきます。
１．シェイクスピアの時代における『ハムレット』
『ハムレット』をシェイクスピア時代の文脈に位置づけて読みます。この劇の文学史・演劇史上の位置づけ、時代背景、語彙、イメジャ
リ、文法などに留意しながら精読することによって劇世界に親しみ、その内容と、テクストが産出されたコンテクストを理解します。
２．われらの時代における『ハムレット』
『ハムレット』はシェイクスピアのどの作品にもまして、美術、映画、文学など様々なジャンルにおいて翻案され、多様な作品解釈やハム
レット像を生み出してきました。このゼミでは『ハムレット』の、あるいはこの劇を引用している現代の映画や上演をいくつかとりあげ、
『ハムレット』がどのように受容され利用されているかを考えます。『ハムレット』は、「時代に掲げられた鏡」として、われわれのどの
ような顔を映し出しているのでしょうか。

DP8(他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力)を実現するため、次の２点を到達目標とする。
①過去の作品や作家を歴史的文脈に位置づけて理解することによって、より精緻に分析できる。
①異質な時代の世界観を知ることによって、みずからの現在を相対化できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｃ

正岡　和恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期

- 242 -



第4回

第5回

第6回

１幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

１幕

60

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

第9回 2幕

第7回

第8回

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。

1幕を振り返って、劇の構造、言語、イメージ、主題などについて考える。

指定された文献を読んでくること。 60

解釈の背景をなすさまざまなトピックについて学ぶ。

60

指定された文献を読んでくること。 60

２幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。
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60

第11回

第12回

第13回

2幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。

代表的な批評論文を読む。

指定された文献を読んでくること。

3幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。

60

第10回

60

３幕

60

60

第15回

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

３幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。

まとめとディスカッション

劇のプロットや論点を整理しておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義をまじえたゼミ形式。
毎週、あらかじめ指名された数名が担当箇所を解説し、コメントをつける。

成績評価の方法
発表や課題への取り組みなど授業への積極的な参加（40％）と学期末課題レポート（1回：６０％）で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
イギリス文学史の基本的な知識が必要です。

テキスト
Shakespeare, William. Hamlet,  edited by Richard Andrews and Vicki Wienand, Cambridge UP, 2014. Cambridge School
Shakespeare.

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

前期を振り返って。

特になし。 0

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

4幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

4幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。 60

テーマ・概要
『ハムレット』の4幕と5幕を精読しながら、前期と同様、解釈上で重要なトピックに関する基本的知識を学びます。また、『ハムレット』
の映画や上演に触れ二次利用について考えるとともに、代表的な批評論文を読むことによって、解釈の視座を養います。

DP8(他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力)を実現するため、次の２点を到達目標とする。
①過去の作品や作家を歴史的文脈に位置づけて理解することによって、より精緻に分析できる。
②異質な時代の世界観を知ることによって、みずからの現在を相対化できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｃ

正岡　和恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

4幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

4幕のまとめ。

60

5幕のポイントを整理しておくこと。 60

第9回 5幕のまとめ。

第7回

第8回

4幕のポイントを整理しておくこと。

５幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。 60

５幕

60

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。 60

5幕

テクストの指定された箇所を読んでくること。前週のポイントを確認しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

映画をいくつかとりあげ、登場人物や重要な場面がそれぞれどのように演出されているかを比較検討する。

テクストの指定された箇所を読んでくること。

上演をいくつかとりあげ、登場人物や重要な場面がそれぞれどのように演出されているかを比較検討する。

テクストの指定された箇所を読んでくること。

その他の媒体で扱われた『ハムレット』翻案をいくつかとりあげ、登場人物や重要な場面がそれぞれどのように表象されている
かを比較検討する。

テクストの指定された箇所を読んでくること。

60

第10回

60

代表的な批評論文を読み、テクスト全体を振り返る。

60

60

第15回

指定された文献を読んでくること。 60

代表的な批評論文を読み、テクスト全体を振り返る。

指定された文献を読んでくること。

テクスト・映画・上演について、全体的に振り返る。

論点を整理しておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義をまじえたゼミ形式。
毎週、あらかじめ指名された数名が担当箇所を解説し、コメントをつける。

成績評価の方法
発表や課題への取り組みなど授業への積極的な参加（40％）と学期末課題レポート（1回：６０％）で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
イギリス文学史の基本的な知識が必要です。

テキスト
前期と同じ。

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業について

あらかじめ、シラバスに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The Lost Child (1)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

作者、作品について

授業内容を確認する 60

テーマ・概要
本演習では、「ポストコロニアル文学」をテーマとし、中央と周縁、主体と他者、ジェンダー上の非対称といった現代批評理論の概念を補
助線としながら、1960年代以降のイギリス社会をカリブ系移民の視点から描いたCaryl Phillipsの小説 The Lost Child (2015)を輪読し、
分析する。上記のテーマのほかに、「間テクスト性」やイングランド都市間の「南北問題」についても考察する。

批評理論の知識を深め、具体的な英語圏文学の作品の精読を通じて議論の仕方を学ぶと同時に、専門課程にふさわしい形式・内容の整った
学術論文について学び、最終的には作成できるようになることを目標とする。英米文化学科のDiploma Policyでいうと【文化現象の総合的
理解】（DP6）と【問題発見能力および多面的な分析能力】（DP7）および【他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力】
（DP8)を身につけることを到達目標としている。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｄ

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

The Lost Child (2)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (3)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

第9回 The Lost Child (7)

第7回

第8回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (4)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (5)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (6)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく
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60

第11回

第12回

第13回

The Lost Child (8)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (9)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (10)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

60

第10回

60

The Lost Child (11)

60

60

第15回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (12)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

総括

授業内容を振り返る

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業形態は、数名から成るグループがそれぞれ担当部分の要旨を述べ、論点を整理し、議論をおこない、そののちに教員やほかの受講生か
らのレスポンスをうけるという演習形式である。しかし、最初の数回の授業は、教員や英文のテキストに慣れてもらうために、講義形式を
予定している。

成績評価の方法
授業への貢献度（30％）、学期末のレポート（70％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
20世紀のイギリスについての基本的な知識があることが望ましい。

テキスト
Caryl Phillips, The Lost Child (A Oneworld Book, 2015).  ISBN: 978-1-78074-699-9

参考書
加藤恒彦、『キャロル・フィリップスの世界』（世界思想社、2008年）
小林英里、「帝国の失われた子どもたち」、『二十一世紀の英語文学』（金星堂、2017年）
『MLAハンドブック第8版』（秀和システム、2017年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業について

あらかじめ、シラバスに目を通しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

The Lost Child (14)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (13)

授業内容を確認する 60

テーマ・概要
本演習では、「ポストコロニアル文学」をテーマとし、中央と周縁、主体と他者、ジェンダー上の非対称といった現代批評理論の概念を補
助線としながら、1960年代以降のイギリス社会をカリブ系移民の視点から描いたCaryl Phillipsの小説 The Lost Child (2015)を輪読し、
分析する。上記のテーマのほかに、「間テクスト性」やイングランド都市間の「南北問題」についても考察する。

批評理論の知識を深め、具体的な英語圏文学の作品の精読を通じて議論の仕方を学ぶと同時に、専門課程にふさわしい形式・内容の整った
学術論文について学び、最終的には作成できるようになることを目標とする。英米文化学科のDiploma Policyでいうと【文化現象の総合的
理解】（DP6）と【問題発見能力および多面的な分析能力】（DP7）および【他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力】
（DP8）を身につけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｄ

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

The Lost Child (15)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (16)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

第9回 The Lost Child (20)

第7回

第8回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (17)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (18)

60

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (19)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく
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60

第11回

第12回

第13回

The Lost Child (21)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (22)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

The Lost Child (23)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

60

第10回

60

The Lost Child (24)

60

60

第15回

あらかじめ指定された箇所を読んでおく 60

The Lost Child (25)

あらかじめ指定された箇所を読んでおく

総括

授業内容を振り返る

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業形態は、数名から成るグループがそれぞれ担当部分の要旨を述べ、論点を整理し、議論をおこない、そののちに教員やほかの受講生か
らのレスポンスをうけるという演習形式である。しかし、最初の数回の授業は、教員や英文のテキストに慣れてもらうために、講義形式を
予定している。

成績評価の方法
授業への貢献度（30％）、学期末のレポート（70％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
20世紀のイギリスについての基本的な知識があることが望ましい。

テキスト
Caryl Phillips, The Lost Child (A Oneworld Book, 2015).  ISBN: 978-1-78074-699-9

参考書
加藤恒彦、『キャロル・フィリップスの世界』（世界思想社、2008年）
小林英里、「帝国の失われた子どもたち」、『二十一世紀の英語文学』（金星堂、2017年）
『MLAハンドブック第8版』（秀和システム、2017年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

授業の目的と内容についての導入を行います。自分がこのアメリカ文学・文化のゼミで何を学びたいの
かよく考え、目的意識を持って来て下さい。ヘンリー・ジェイムズという作家や彼の作品について調べ
てきて下さい。

80分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

作品の映像化について　前半部スイス

映画された小説の実例をあげ、原作と映像化の類似・相違点を述べられるように準備してきて下さい。
自分の知っている例と比較し、ジェイムズ作品では映像化の問題がどうなっているか考えて下さい。

90分

伝記的事項について

初回授業でプリントを配布するので、それを読み、不明点や議論する点を明らかにしてきて下さい。 90分

テーマ・概要
アメリカリアリズム文学―Henry James作Daisy Millerを読む

本ゼミでは、19世紀後半から20世紀初頭に活躍したアメリカリアリズムを代表する作家、Henry Jamesの代表作、 Daisy Miller（1878）を
読みます。タイトルヒロインのアメリカ娘デイジーがヨーロッパへ出かけ、故国にいるとき同様、自由奔放に振る舞い物議をかもす物語で
す。マス・ツーリズムが盛んになった時代、豊かになったアメリカ人が海外旅行に行く様子や、米国にて、一代で財を成したヒロイン一家
のような新興階級の出現、それを一歩引いて観察する在欧アメリカ人の青年、ウィンターボーン（視点人物）が描かれます。作品はスイス
とイタリア、風光明媚な舞台を背景にする、ヒロインと青年の恋物語でもあります。英文テクストを丁寧に読みながら、ジェイムズ作品が
描かれた社会・歴史・文化的なコンテクストも探っていきましょう。

DP6 (文化現象の総合的理解）､DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、　DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を実現するため、次の３点を到達目標とする。

１）文学作品を英語の原文で正確に読み取る力を身につけること、「ツーリズム」を鍵概念として、アメリカの歴史と文化を捉え、１９世
紀から現在にいたるアメリカ社会を考える批評意識を身につける。

２）文学作品とは、特定の時代の集合的無意識や記憶の集積庫であることを理解する。

３）文学作品の理解を通じ、社会や文化を批評的にみる力を養い、多様な価値観や世界観の存在を認識し、他者を知る力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｅ

北原　妙子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

"Daisy Miller" pp.1-5

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

90分

"Daisy Miller" pp.6-10

90分

配布されたプリントを読み、文学作品を批評するとき、重要なポイントは何か考えて下さい。 90分

第9回 文献検索、作品の批評について

第7回

第8回

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.11-15

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

90分

"Daisy Miller" pp.16-20

90分

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

90分

レポートを書く技術

配布されたプリントを読み、レポート作成に必要な技術は何か明らかにして下さい。
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90分

第11回

第12回

第13回

"Daisy Miller" pp.21-25

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.26-30

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.31-35

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

90分

第10回

90分

"Daisy Miller" pp.36-40

90分

90分

第15回

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

90分

"Daisy Miller" pp.40-44

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

春学期の総括

前期授業で学んだことを振り返り、自分の学問的関心にどのように触れたか、考えて下さい。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
ゼミ形式。担当を決め発表してもらい、作品の英文を正確に読む練習、そしてまとまった英文を読んで、自分なりの解釈ができることを目
指します。重要なポイントがあれば、それを皆で議論しますので、テクストは毎回全員がしっかり読み、自ら問題点を考え、ディスカッ
ションに参加することが求められます。

成績評価の方法
平常点（予習、授業への参加：　発表・ディスカッションの参加度）５０％、学期末レポート（５０００文字程度）から総合的に判断しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文学･文化。

テキスト
Henry James作Daisy Miller　（研究社　小英文叢書）ISBN: 4-327-01269-6

参考書
『MLAハンドブック 第８版』（長尾和夫監訳、２０１７）ISBN: 4798053201　
ヘンリー・ジェイムズ『デイジー・ミラー』西川正身訳　新潮文庫、1957年 ISBN:　9784102041017
ヘンリー・ジェイムズ『ねじの回転　デイジー・ミラー』行方昭夫訳　岩波文庫　2003年   ISBN: 4003231392
海老根静江　『総体としてのヘンリー・ジェイムズ――ジェイムズの小説とモダニティ』彩流社、2012年。  ISBN: 9784779116865
Vivian R. Pollak ed. New Essays on Daisy Miller and Turn of the Screw.  Cambridge UP,1993.   ISBN: 0521416736

上記参考文献は図書館の授業関連コーナーにあるので、適宜参照して下さい。
その他、参考文献は授業で適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

授業の目的と内容についての導入を行います。自分がこのアメリカ文学・文化のゼミで何を学びたいの
かよく考え、目的意識を持って来て下さい。後期から受講する方は、ヘンリー・ジェイムズという作家
や彼の作品について調べてきて下さい。前期受講した方は、前期のノートを見直ししてきて下さい。

80分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

"Daisy Miller" pp.45-49

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

作品の映像化について　後半部　イタリア

映画された小説の実例をあげ、原作と映像化の類似・相違点を述べられるように準備してきて下さい。
自分の知っている例と比較し、ジェイムズ作品では映像化の問題がどうなっているか考えて下さい。前
期に映画の前半部を見た方は、問題点を説明できるように準備して下さい。

９０分

テーマ・概要
アメリカリアリズム文学―Henry James作Daisy Millerを読む

前期に引き続き、本ゼミでは、19世紀後半から20世紀初頭に活躍したアメリカリアリズムを代表する作家、Henry Jamesの代表作、 Daisy 
Miller（1878）を読みます。タイトルヒロインのアメリカ娘デイジーがヨーロッパへ出かけ、故国にいるとき同様、自由奔放に振る舞い物
議をかもす物語です。マス・ツーリズムが盛んになった時代、豊かになったアメリカ人が海外旅行に行く様子や、米国にて、一代で財を成
したヒロイン一家のような新興階級の出現、それを一歩引いて観察する在欧アメリカ人の青年、ウィンターボーン（視点人物）が描かれま
す。作品はスイスとイタリア、風光明媚な舞台を背景にする、ヒロインと青年の恋物語でもあります。英文テクストを丁寧に読みながら、
ジェイムズ作品が描かれた社会・歴史・文化的なコンテクストも探っていきましょう。

DP6 (文化現象の総合的理解）､DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、　DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を実現するため、次の３点を到達目標とする。

１）文学作品を英語の原文で正確に読み取る力を身につけること、「ツーリズム」を鍵概念として、アメリカの歴史と文化を捉え、１９世
紀から現在にいたるアメリカ社会を考える批評意識を身につける。

２）文学作品とは、特定の時代の集合的無意識や記憶の集積庫であることを理解する。

３）文学作品の理解を通じ、社会や文化を批評的にみる力を養い、多様な価値観や世界観の存在を認識し、他者を知る力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｅ

北原　妙子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

"Daisy Miller" pp.50-54

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

"Daisy Miller" pp.54-59

９０分

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

第9回 "Daisy Miller" pp.75-80

第7回

第8回

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.60-64

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

"Daisy Miller" pp.65-69

９０分

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

"Daisy Miller" pp.70-74

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。
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９０分

第11回

第12回

第13回

"Daisy Miller" pp.81-84

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.84-88

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

"Daisy Miller" pp.89-91

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

第10回

９０分

"Daisy Miller" pp.91-95

９０分

９０分

第15回

テクストを読み、その背景にある事象を調べてきて下さい。また指定されたページでのポイントは何か
考えて下さい。

９０分

口頭報告　第１回

冬休みの間に書いたレポートの原案を報告してもらい、参加者同士、質疑応答を行います。フィード
バックを活かしてレポートを完成させます。

口頭報告　第２回　作品についての総括

冬休みの間に書いたレポートの原案を報告してもらい、参加者同士、質疑応答を行います。フィード
バックを活かしてレポートを完成させます。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
ゼミ形式。担当を決め発表してもらい、作品の英文を正確に読む練習、そしてまとまった英文を読んで、自分なりの解釈ができることを目
指します。重要なポイントがあれば、それを皆で議論しますので、テクストは毎回全員がしっかり読み、自ら問題点を考え、ディスカッ
ションに参加することが求められます。

成績評価の方法
平常点（予習、授業への参加:　発表・ディスカッションの参加度）５０％、学期末レポート（５０００文字程度）から総合的に判断しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文学･文化。

テキスト
Henry James作Daisy Miller　（研究社　小英文叢書）ISBN: 4-327-01269-6

参考書
『MLAハンドブック 第８版』（長尾和夫監訳、２０１７）ISBN: 4798053201
ヘンリー・ジェイムズ『デイジー・ミラー』西川正身訳　新潮文庫、1957年 ISBN:　9784102041017
ヘンリー・ジェイムズ『ねじの回転　デイジー・ミラー』行方昭夫訳　岩波文庫　2003年   ISBN: 4003231392
海老根静江　『総体としてのヘンリー・ジェイムズ――ジェイムズの小説とモダニティ』彩流社、2012年。  ISBN: 9784779116865
Vivian R. Pollak ed. New Essays on Daisy Miller and Turn of the Screw.  Cambridge UP,1993.   ISBN: 0521416736
上記参考文献は図書館の授業関連コーナーにあるので、適宜参照して下さい。
その他、参考文献は授業で適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

本ゼミに興味を持った理由をお聞きしますので、自分の考えをまとめてきてください。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

初回授業で授業スケジュールを決めますので、それに従ってテクストを読んできてください。 90分

テーマ・概要
19世紀アメリカ文学—The House of the Seven Gables（『七破風の家』）に見られる都市の形成
本ゼミでは、Nathaniel Hawthorneの1851年の小説The House of the Seven Gablesを、アメリカ北東部にあるニューイングランド地方の都
市の形成という視点から読みます。都市が発展していく過程には、鉄道網の整備や市場の拡大、様々なテクノロジーの発達や文化の発展な
どがありますが、この作品の中でも19世紀の都市の形成を垣間見られる場面が数多く出てきます。授業では、作品中に出てくる家や食料雑
貨店、汽車や銀板写真などの「モノ」に注目して、19世紀のニューイングランドの都市がどのように発展し、文化やそこに住む人々が洗練
されていったかを見ていきます。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達
する能力）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
(1) 文学作品を英語の原文で読む力を養う。
(2) 文学作品の中に出てくる「モノ」に注目し、資本主義と都市の発展をテーマに19世紀のアメリカの歴史と文化を学ぶ。
(3) 文学作品の読解を通じて異文化を批評的に見る力を養い、またプレゼンテーションを通じて自分なりの視点を他者に効果的に伝える方
法を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｆ

佐野　陽子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

90分

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

第9回 Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

第7回

第8回

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

90分

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。
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90分

第11回

第12回

第13回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

90分

第10回

90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

90分

90分

第15回

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesを読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

前期授業のまとめをする。

前期授業で学んだことを振り返り、後期授業にどのように生かしたいかを考えてください。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
ゼミ形式。担当を決めて発表してもらいます。授業では発表の後、ディスカッションをしながら作品の理解を深めていきますので、必ず毎
回、テクストを読んできてください。

成績評価の方法
平常点（予習、授業への参加状況や発表、ディスカッションの参加状況）50%、学期末に提出するエッセイ（5000字程度）50%から評価しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文学・文化

テキスト
Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (W. W. Norton & Company, Inc.) ISBN: 9780393924763

参考書
『MLAハンドブック 第８版』（長尾和夫監訳、２０１７） ISBN: 4798053201
Stuart M. Blumin, The Emergence of the Middle Class: Social Experience in the American City, 1760-1900 (Cambridge UP, 1989) 
ISBN: 9780521376129
Richard L. Bushman, The Refinement of America: Persons, Houses, Cities (Vintage, 1993) ISBN: 9780679744146
David Jaffee, A New Nation of Goods: The Material Culture of Early America, (U of Pennsylvania P, 2010) ISBN: 9780812222005
Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Life 1790-1840 (Harper Perennial, 1989) ISBN: 9780060916060
ジャック・ラーキン『アメリカがまだ貧しかったころ』（青土社、2000）  ISBN: 9784791758081
Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America (Oxford UP, 2000) ISBN: 9780195133516
上記参考文献は図書館の授業関連書コーナーにありますので、適宜参照してください。
その他の参考文献は授業で適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。

前期の授業で何を学んだかをお聞きしますので、自分の考えをまとめてきてください。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

初回授業で授業スケジュールを決めますので、それに従ってテクストを読んできてください。 90分

テーマ・概要
19世紀アメリカ文学—The House of the Seven Gables（『七破風の家』）に見られる都市の形成
本ゼミでは、Nathaniel Hawthorneの1851年の小説The House of the Seven Gablesを、アメリカ北東部にあるニューイングランド地方の都
市の形成という視点から読みます。都市が発展していく過程には、鉄道網の整備や市場の拡大、様々なテクノロジーの発達や文化の発展な
どがありますが、この作品の中でも19世紀の都市の形成を垣間見られる場面が数多く出てきます。授業では、作品中に出てくる家や食料雑
貨店、汽車や銀板写真などの「モノ」に注目して、19世紀のニューイングランドの都市がどのように発展し、文化やそこに住む人々が洗練
されていったかを見ていきます。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達
する能力）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
(1) 文学作品を英語の原文で読む力を養う。
(2) 文学作品の中に出てくる「モノ」に注目し、資本主義と都市の発展をテーマに19世紀のアメリカの歴史と文化を学ぶ。
(3) 文学作品の読解を通じて異文化を批評的に見る力を養い、またプレゼンテーションを通じて自分なりの視点を他者に効果的に伝える方
法を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｆ

佐野　陽子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

90分

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

第9回 Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

第7回

第8回

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

90分

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。
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90分

第11回

第12回

第13回

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

90分

第10回

90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

90分

90分

第15回

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。 90分

Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gablesに関連した批評書を適宜選んで読む。

テクストを読み、その中で気になった言葉などについて調べてきてください。

後期授業のまとめをする。

後期授業で学んだことを振り返り、今後の学びにどのように生かしたいかを考えてください。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
ゼミ形式。担当を決めて発表してもらいます。授業では発表の後、ディスカッションをしながら作品の理解を深めていきますので、必ず毎
回、テクストを読んできてください。

成績評価の方法
平常点（予習、授業への参加状況や発表、ディスカッションの参加状況）50%、学期末に提出するエッセイ（5000字程度）50%から評価しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文学・文化

テキスト
Nathaniel Hawthorne, The House of the Seven Gables (W. W. Norton & Company, Inc.) ISBN: 9780393924763

参考書
『MLAハンドブック 第８版』（長尾和夫監訳、２０１７） ISBN: 4798053201
Stuart M. Blumin, The Emergence of the Middle Class: Social Experience in the American City, 1760-1900 (Cambridge UP, 1989) 
ISBN: 9780521376129
Richard L. Bushman, The Refinement of America: Persons, Houses, Cities (Vintage, 1993) ISBN: 9780679744146
David Jaffee, A New Nation of Goods: The Material Culture of Early America, (U of Pennsylvania P, 2010) ISBN: 9780812222005
Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Life 1790-1840 (Harper Perennial, 1989) ISBN: 9780060916060
ジャック・ラーキン『アメリカがまだ貧しかったころ』（青土社、2000）  ISBN: 9784791758081
Leo Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America (Oxford UP, 2000) ISBN: 9780195133516
上記参考文献は図書館の授業関連書コーナーにありますので、適宜参照してください。
その他の参考文献は授業で適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

レジュメをよく読み、授業の概要・到達目標・授業の計画などについて理解しておいてください。復習
を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『有頂天時代』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

『有頂天時代』Swing Time（1936年、103分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

テーマ・概要
『ショウ・ボート』『踊るアメリカ艦隊』『王様と私』『コーラス・ライン』など7本のミュージカル映画を鑑賞し、物語、音楽、撮影方
法、登場人物の仕草や外見・服装、言葉遣いといったさまざまな文化表象の意味を分析することで、作品が総体としてどのようなイデオロ
ギーを体現しているかを考えます。性、人種・民族、階級などについての当時の支配的イデオロギーが、映画・舞台さらには原作小説にど
のように現れ、それがどのように大衆の無意識に「自然な考え」として刷り込まれたかを理解することがこのゼミの大きな目的です。

①アメリカ大衆文化の重要な一部を構成する、アメリカン・ミュージカルの歴史や背景、そのスターたち、ヒット・ソングについて知る
②記号論、精神分析、映画研究、文化研究の基本的な語彙や概念を使いこなせるようになる
③卒業論文で映画や演劇、その他の文化表象を論じるようになれる
これらの目標を達成することによって、DP2・DP３およびDP7を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｇ

日比野　啓

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

『ショウ・ボート』Show Boat（1951年、108分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

『ショウ・ボート』発表

90

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

第9回 『踊るアメリカ艦隊』発表

第7回

第8回

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

『陽気な街』On the Avenue（1937年、89分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

『陽気な街』発表

90

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

『踊るアメリカ艦隊』Born to Dance（1936年、105分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。
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90

第11回

第12回

第13回

『コーラス・ライン』Chorus Line（1985年、113分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

『コーラス・ライン』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

『ジプシー』Gypsy（1962年、143分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IBDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

第10回

90

『ジプシー』発表

90

90

第15回

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

『王様と私』King and I（東急シアターオーブ）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

『王様と私』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

第14回
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学内専用ホームページで周知します。

授業の方法
演習形式。毎回二人の発表者が作品について調べ、授業で発表します。事前に担当教員と発表の打ち合わせを必ず行って下さい。ゼミ 発
表の一週間前までに下調べをすませた上で、ひびのよてい（http://schedule.khibino.net/）で面接の予約をとってください。詳細につい 
ては初回授業時に指示します。

成績評価の方法
小レポート（12点×3回）または学期末レポート（36点）
英文和訳宿題（4点×6回）
授業への積極的な参加（40点）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。次の点に着目し、その達成度により評価します。
①アメリカ大衆文化の重要な一部を構成する、アメリカン・ミュージカルの歴史や背景、そのスターたち、ヒット・ソングについて知って
いる
②記号論、精神分析、映画研究、文化研究の基本的な語彙や概念を使いこなせるようになっている
③論文で映画や演劇、その他の文化表象を論じるようになっている

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
毎回授業時にハンドアウトを配布します。

参考書
初回授業時に詳細なリストを配布。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

図書館少人数ガイダンス［卒業論文の文献検索のしかた］

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『魅惑の巴里』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

『魅惑の巴里』Les Girls（1957年、114分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

テーマ・概要
『アニーよ銃をとれ』『踊る大紐育』『巴里のアメリカ人』『キャッツ』など七本のミュージカル映画を鑑賞し、物語、音楽、撮影方法、
登場人物の仕草や外見・服装、言葉遣いといったさまざまな文化表象の意味を分析することで、作品が総体としてどのようなイデオロギー
を体現しているかを考えます。性、人種・民族、階級などについての当時の支配的イデオロギーが、映画・舞台さらには原作小説にどのよ
うに現れ、それがどのように大衆の無意識に「自然な考え」として刷り込まれたかを理解することがこのゼミの大きな目的です。

①アメリカ大衆文化の重要な一部を構成する、アメリカン・ミュージカルの歴史や背景、そのスターたち、ヒット・ソングについて知る
②記号論、精神分析、映画研究、文化研究の基本的な語彙や概念を使いこなせるようになる
③卒業論文で映画や演劇、その他の文化表象を論じるようになれる
これらの目標を達成することによって、DP2・DP３およびDP7を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｇ

日比野　啓

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『パリの恋人』Funny Face（1957年、103分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

『パリの恋人』発表

90

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

第9回 『アニーよ銃をとれ』発表

第7回

第8回

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

『踊る大紐育』On the Town（1949年、98分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

『踊る大紐育』発表

90

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

『アニーよ銃をとれ』Annie Get Your Gun（1950年、107分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。
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90

第11回

第12回

第13回

『夜の豹』Pal Joey（1957年、109分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

『夜の豹』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

『ベルズ・アー・リンギング』Bells Are Ringing（1960年、126分）鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IMDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

90

第10回

90

『ベルズ・アー・リンギング』発表

90

90

第15回

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。 90

劇団四季『キャッツ』Cats鑑賞

作品の概要・主要キャスト・スタッフについて、IBDBや英語版Wikipediaで予め調べておいでくださ
い。授業内課題として、鑑賞した作品についての英語論文の抜粋を配布しますので、作品を見ながら説
明されたことをよく思い出しながら、次週までにわかりやすい日本語に訳してメールで提出してくださ
い。

『キャッツ』発表

復習を必ず行い授業内容の理解に努めてください。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
演習形式。毎回二人の発表者が作品について調べ、授業で発表します。事前に担当教員と発表の打ち合わせを必ず行って下さい。ゼミ 発
表の一週間前までに下調べをすませた上で、ひびのよてい（http://schedule.khibino.net/）で面接の予約をとってください。詳細につい 
ては初回授業時に指示します。

成績評価の方法
小レポート（12点×3回）または学期末レポート（36点）
英文和訳宿題（4点×6回）
授業への積極的な参加（40点）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。次の点に着目し、その達成度により評価します。
①アメリカ大衆文化の重要な一部を構成する、アメリカン・ミュージカルの歴史や背景、そのスターたち、ヒット・ソングについて知って
いる
②記号論、精神分析、映画研究、文化研究の基本的な語彙や概念を使いこなせるようになっている
③論文で映画や演劇、その他の文化表象を論じるようになっている

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
毎回授業時にハンドアウトを配布します。

参考書
初回授業時に詳細なリストを配布。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス　ゼミのテーマの内容説明、グローバリゼーションという用語、現象が学問の各分野でどのように扱われているかに
ついての紹介

ゼミのテーマについて文献などを参照して各自で問題意識を挙げておくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「グローバリゼーション」研究（２）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

「グローバリゼーション」研究（１）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

テーマ・概要
▼グローバリゼーションとアメリカ文学・文化▼
　グローバリゼーションとは、地球というglobe(球)の上に暮らす人間を一つにまとめあげようとする運動である。その本質を理解するた
めには、さまざまな分野からのアプローチが必要である。このゼミでは、グローバリゼーションについて基本的な理論を学んだ上で、それ
が私たちの心にどのような効果を与えるかを研究する。
　アメリカ文学・文化を中心としてグローバリゼーションを考えていくことになるが、その理由は、世界を覆うグローバリゼーションが、
20世紀の覇者であったアメリカの存在を軸として稼働しているからである。アメリカの歴史の成り立ちを概観しながら、アメリカ文化の特
色を分析することで、地球全体を一つのシステム内に統合しようとするグローバリゼーションに対して、政治的・経済的・文化的にどのよ
うな見方をするべきかを考えていく。
  本年度は『黒い時計の旅』（スティーヴ・エリクソン）を読み、インターネット空間内にくりひろげられる欲望とマルチメディア時代の
感性を考える。数奇な運命のもとに生まれた一人の男が、ヒトラーと出会い、ヒトラーの欲望を満たすための小説を書く。果たせぬ愛を小
説の中で満たそうとするヒトラーの欲望が電脳空間（サイバースペース）で展開されるとき、現実のドイツ史とは異なるもう一つの歴史が
展開される。

DP６【文化現象の総合的理解】を実現するため、次の点を到達目標とする。
①グローバリゼーションについての批評書を読むことにより、世界規模の現象についての理論を説明できる。
②グローバリゼーションが現代の日本に生きる自分にとって良きものであるのかそうでないのかを、自分の知性と感性を使って評価する知
的能力を習得する。
③グローバリゼーションがもたらしたさまざまな出来事を描いたアメリカ文学作品を読み、地球をグローバルな視点から見る見方を指摘で
きる。昨年は『フォーリング・マン』（ドン・デリーロ）を読み、グローバルな現象としてのテロについて考えた。本年度は『ムーン・パ
レス』（ポール・オースター）を読む。一人の青年の人生に、父・祖父の人生が重ねられるとき、記憶と偶然の物語がアメリカの歴史への
関心とともに展開する。大西洋をわたった“コロンブス”、アメリカ大陸の空白としての“西部”、宇宙のフロンティアとしての“月”と
いった空間に関するテーマが織り込まれたこの作品には、地球をグローバルに見る視点がちりばめられている。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｈ

下河辺　美知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151411306

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「グローバリゼーション」研究（３）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

図書館演習
図書館において、テーマ検索の実習をおこなう。

60分

ドキュメンタリーのテーマについて前もってしらべておく。 60分

第9回 ドキュメンタリー鑑賞
鑑賞の後、ディスカッション

第7回

第8回

テーマについて前もってネットなどでしらべておく。

「グローバリゼーション」研究（５）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

「グローバリゼーション」研究（６）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

60分

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

「グローバリゼーション」研究（７）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。
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60分

第11回

第12回

第13回

「グローバリゼーション」研究（８）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

「グローバリゼーション」研究（９）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

「グローバリゼーション」研究（10）
・文献検索によりこの用語が学問の世界でどのような分野つかわれてきたかを調べる。
・ネットを使い、この用語が経済、文化、政治といった現実の場面でどのように使われてきたかを調べる。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

60分

第10回

60分

レポート準備のためのプレゼンテーション
テーマを論じるのに適当と思われる素材を2つ取り上げ、それについて分析する。

60分

60分

第15回

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

レポート準備２
この授業で討論した内容、発表した際に自分がみつけたテーマについて各自でまとめレポートの準備をする。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

振り返り
前期に扱ったテクストを振り返り、21世紀グローバリゼーションを総合的に見る。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

第14回

- 284 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループにわかれて担当する部分について発表します。　担当でないグループは、その発表に対してレスポンスをします。声を出すことは
勇気がいることですが、ゼミでの発言は“正しい答え”を期待されているわけではありません。自分で考えたことはどれも価値があるので
す。思いを言葉にしてみるとそこに、思わぬレスポンスが返ってきます。

成績評価の方法
学期末レポート60％、プレゼンテーション20％、平常点20％を基本に総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文化研究関連科目、文学批評理論など

テキスト
授業内で指定する

参考書
Gayatri C. Spivak, Death of a Discipline, New York: Columbia University Press, 2003.
下河辺美知子『グローバリゼーションと惑星的想像力』みすず書房、2015

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

グローバリゼーションというテーマが底に流れていると思われる文学テクストを解読し、アメリカという国家のグローバルな位
置と役割を検証する。

ゼミのテーマについて文献などを参照して各自で問題意識を挙げておくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

19世紀アメリカ文学テクスト読み（２）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

19世紀アメリカ文学テクスト読み（１）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

テーマ・概要
▼グローバリゼーションとアメリカ文学・文化▼
　グローバリゼーションとは、地球というglobe(球)の上に暮らす人間を一つにまとめあげようとする運動である。その本質を理解するた
めには、さまざまな分野からのアプローチが必要である。このゼミでは、グローバリゼーションについて基本的な理論を学んだ上で、それ
が私たちの心にどのような効果を与えるかを研究する。
　アメリカ文学・文化を中心としてグローバリゼーションを考えていくことになるが、その理由は、世界を覆うグローバリゼーションが、
20世紀の覇者であったアメリカの存在を軸として稼働しているからである。アメリカの歴史の成り立ちを概観しながら、アメリカ文化の特
色を分析することで、地球全体を一つのシステム内に統合しようとするグローバリゼーションに対して、政治的・経済的・文化的にどのよ
うな見方をするべきかを考えていく。
  本年度は『黒い時計の旅』（スティーヴ・エリクソン）を読み、インターネット空間内にくりひろげられる欲望とマルチメディア時代の
感性を考える。数奇な運命のもとに生まれた一人の男が、ヒトラーと出会い、ヒトラーの欲望を満たすための小説を書く。果たせぬ愛を小
説の中で満たそうとするヒトラーの欲望が電脳空間（サイバースペース）で展開されるとき、現実のドイツ史とは異なるもう一つの歴史が
展開される。

DP６【文化現象の総合的理解】を実現するため、次の点を到達目標とする。
①グローバリゼーションについての批評書を読むことにより、世界規模の現象についての理論説明できる。
②グローバリゼーションが現代の日本に生きる自分にとって良きものであるのかそうでないのかを、自分の知性と感性を使って評価する知
的能力を習得する。
③グローバリゼーションがもたらしたさまざまな出来事を描いたアメリカ文学作品を読み、地球をグローバルな視点から見る見方を指摘で
きる。昨年は『フォーリング・マン』（ドン・デリーロ）を読み、グローバルな現象としてのテロについて考えた。本年度は『ムーン・パ
レス』（ポール・オースター）を読む。一人の青年の人生に、父・祖父の人生が重ねられるとき、記憶と偶然の物語がアメリカの歴史への
関心とともに展開する。大西洋をわたった“コロンブス”、アメリカ大陸の空白としての“西部”、宇宙のフロンティアとしての“月”と
いった空間に関するテーマが織り込まれたこの作品には、地球をグローバルに見る視点がちりばめられている。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｈ

下河辺　美知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051411307

4 2019年度 後期

- 286 -



第4回

第5回

第6回

19世紀アメリカ文学テクスト読み（３）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

テクストについての批評書検索
・作品の文学史的位置、文化的背景などを調べる
・作者について他の作品も含めて情報を得る。

60分

作品内容、背景などを調べておく。 60分

第9回 映画鑑賞
鑑賞の後、ディスカッション

第7回

第8回

『黒い時計の旅』について、作品の内容、拝啓などを調べておく。

19世紀アメリカ文学テクスト読み（４）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

19世紀アメリカ文学テクスト読み（５）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

60分

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

20世紀アメリカ文学テクスト読み（１）
指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどのよ
うな問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。
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60分

第11回

第12回

第13回

20世紀アメリカ文学テクスト読み（２）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

20世紀アメリカ文学テクスト読み（３）
指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどのよ
うな問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

20世紀アメリカ文学テクスト読み（４）
・指定された範囲のテクストにおいて、単語、言い回し、文章を原書の英語において指摘する。テクストのレトリックからどの
ような問題が見えてくるかを検討する。
・グローブ(地球規模）でアメリカを読み解き、グローバリゼーションについての洞察を深める。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

60分

第10回

60分

レポート準備のためのプレゼンテーション
・テクストの中からテーマを論じるのに適当と思われる文章を2つ取り上げ、それについて分析する。

60分

60分

第15回

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。 60分

レポート準備２
この授業で討論した内容、発表した際に自分がみつけたテーマについて各自でまとめレポートの準備をする。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

振り返り
前期に扱ったテクストを振り返り、人種問題とのかかわりを総合的に見る。

グループ作業により、担当する部分において取り上げる単語、言い回し、文章、コメントを話し合う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループにわかれて担当する部分について発表します。　担当でないグループは、その発表に対してレスポンスをします。声を出すことは
勇気がいることですが、ゼミでの発言は“正しい答え”を期待されているわけではありません。自分で考えたことはどれも価値があるので
す。思いを言葉にしてみるとそこに、思わぬレスポンスが返ってきます。

成績評価の方法
学期末レポート80％、平常点20％を基本に総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ文学史、アメリカ文化研究関連科目、文学批評理論など

テキスト
授業内で指定する

参考書
Gayatri C. Spivak, Death of a Discipline, New York: Columbia University Press, 2003.
下河辺美知子『グローバリゼーションと惑星的想像力』みすず書房、2015

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，一年のスケジュールを説明。

【予習】
・課題図書を熟読する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト精読 (2)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (1)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テーマ・概要
この演習では、アメリカ社会における人種混交と奴隷制について考えてみたいと思います。性的関係や結婚をとおして異人種間が交わるこ
とを意味する英語 “miscegenation” は、1863年に合衆国で、「交わること」を意味する miscere と「種類」を表す genus というラテ
ン語を合成して作られたことばです。わざわざこうした新しいことばを作って、合衆国の白人は、異人種（特に黒人）との混交を恐怖すべ
きものとして捉えてきたのです。そのような心理的反応が、そもそも合衆国の地にアフリカから〈異人種〉を連れてくることになった奴隷
制と無縁でないことはいうまでもありません。
　奴隷制に端を発する人種混交に対する恐怖について考えるため、 Charles W. Chesnutt をはじめとした、黒人作家による人種混交を
テーマにした小説を読みます。他に、黒人作家による最初の文学作品の一つを書いたことで知られる William Wells Brown や、1930年代
のハーレム・ルネッサンスで活躍した Langston Hughes や Zora Neale Hurston の作品を見ていく予定です。
　彼らの作品をそれが書かれた時代背景を意識しながら読んでいくことで、いったい〈人種〉とは何であるのかという人種混交の物語が突
きつける疑問について考えてみたいと思います。アメリカ文学における人種表象を通して、アメリカ社会における〈人種〉概念の意味につ
いて考えるのがこの授業の目的です。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する
能力）、DP8（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1) アメリカ合衆国の人種問題に関する理解を深める。
2) 文学的テクスト・歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 英語で書かれた文章の意味を作者の意図を含めて正確に読解する力を養う。
4) プレゼンテーションとレポートを通して、自分の言葉で発信する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｉ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テクスト精読 (3)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (4)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第9回 テクスト精読 (8)

第7回

第8回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト精読 (5)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (6)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (7)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。
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60

第11回

第12回

第13回

テクスト精読 (9)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト精読 (10)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト精読 (11)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第10回

60

テクスト精読 (12)

60

60

第15回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (13)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

まとめ
後期授業にむけて

【復習】
これまでの授業内容を思い出し、テクストを再読し、学んだことの定着につとめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。毎回発表者による発表をもとに、全員で議論し、テクストを精読していきます。

成績評価の方法
授業参加 (40%)、発表 (30%) + レポート (30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Mark Twain,  Pudd’nhead Wilson and Those Extraordinary Twins (New York: Norton, 2004). ISBN-10: 0393925358

参考書
適宜授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方，一年のスケジュールを説明。

【予習】
・課題図書を熟読する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト精読 (2)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (1)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テーマ・概要
この演習では、アメリカ社会における人種混交と奴隷制について考えてみたいと思います。性的関係や結婚をとおして異人種間が交わるこ
とを意味する英語 “miscegenation” は、1863年に合衆国で、「交わること」を意味する miscere と「種類」を表す genus というラテ
ン語を合成して作られたことばです。わざわざこうした新しいことばを作って、合衆国の白人は、異人種（特に黒人）との混交を恐怖すべ
きものとして捉えてきたのです。そのような心理的反応が、そもそも合衆国の地にアフリカから〈異人種〉を連れてくることになった奴隷
制と無縁でないことはいうまでもありません。
　奴隷制に端を発する人種混交に対する恐怖について考えるため、 Charles W. Chesnutt をはじめとした、黒人作家による人種混交を
テーマにした小説を読みます。他に、黒人作家による最初の文学作品の一つを書いたことで知られる William Wells Brown や、1930年代
のハーレム・ルネッサンスで活躍した Langston Hughes や Zora Neale Hurston の作品を見ていく予定です。
　彼らの作品をそれが書かれた時代背景を意識しながら読んでいくことで、いったい〈人種〉とは何であるのかという人種混交の物語が突
きつける疑問について考えてみたいと思います。アメリカ文学における人種表象を通して、アメリカ社会における〈人種〉概念の意味につ
いて考えるのがこの授業の目的です。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する
能力）、DP8（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1) アメリカ合衆国の人種問題に関する理解を深める。
2) 文学的テクスト・歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 英語で書かれた文章の意味を作者の意図を含めて正確に読解する力を養う。
4) プレゼンテーションとレポートを通して、自分の言葉で発信する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｉ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テクスト精読 (3)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (4)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第9回 テクスト精読 (8)

第7回

第8回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト精読 (5)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (6)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト精読 (7)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。
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60

第11回

第12回

第13回

テクスト精読 (9)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト精読 (10)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

レポート作成 (i)

【予習】
レポートのテーマについて考える。
【復習】
ストーリーボードを作成する。

60

第10回

60

レポート作成 (ii)

60

60

第15回

【予習】
アウトラインを作る。
【復習】
アウトラインを完成させる。

60

レポート作成 (iii)

【予習】
引用文献リストを作成する。
【復習】
引用文献を読み、リストを完成させる。

まとめ

【復習】
これまでの授業内容を思い出し、テクストを再読し、レポートを完成させる。

第14回

- 296 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。毎回発表者による発表をもとに、全員で議論し、テクストを精読していきます。

成績評価の方法
授業参加 (40%)、発表 (30%) + レポート (30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Mark Twain,  Pudd’nhead Wilson and Those Extraordinary Twins (New York: Norton, 2004). ISBN-10: 0393925358

参考書
適宜授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方。
担当者を決める。

【予習】
・現代アメリカの人種関係について調べる。
・課題図書を熟読する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト Chapter 2 The Making of a Racist 精読 (i)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テクスト Introduction: The Staff of History 精読

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テーマ・概要
アメリカ合衆国の黒人知識人 W. E. B. Du Bois は、1903 年に「20世紀の問題はカラーラインの問題である」という有名な言葉で、20世
紀には、人種関係が世界中で重要な課題として認識されることを予見しました。しかし、グローバリゼーションが進み、一見、様々な人
種・民族の人々が国境や文化や言語の差異を超えて交流しているように思える21世紀の世の中でも、レイシズムは依然として問題であり続
けています。
　例えば、2017年8月にアメリカ合衆国ヴァージニア州のシャーロッツヴィルという町で行われた白人優越主義者たちの集会で、その集会
に抗議するために集まった人たちに、白人優越主義者の若者が車で突っ込み、3人の死者を出すという惨事がおきました。この例が物語っ
ているように、異人種に対する憎悪は合衆国では現代においても日常的な問題です。また日本においても、ヘイトスピーチという言葉を近
年よく耳にするようになっており、人種間の差異にもとづいた憎悪表現が社会問題となっています。
　自分と異なった人に対する無理解はどこから来るのか。それはいつ、なぜ憎悪に変わるのか。そもそも人はなぜそれほどまで他者に対し
て憎しみを持つことができるのか。われわれはそのような感情から自由になることはないのか。このゼミでは、こういった問題について、
合衆国のレイシズムを具体例として考えて行きたいと思います。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する
能力）、DP8（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1) アメリカ合衆国の人種問題に関する理解を深める。
2) 文学的テクストや歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 英語で書かれた文章の意味を作者の意図を含めて正確に読解する力を養う。
4) プレゼンテーションとレポートを通して、自分の言葉で発信する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｊ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テクスト Chapter 2 The Making of a Racist 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テクスト Chapter 3 The Unmaking of a Racist 精読 (i)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第9回 テクスト Chapter 5 The Correspondence, Part I 精読 (i)

第7回

第8回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト Chapter 3 The Unmaking of a Racist 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト Chapter 4 The Document 精読 (i)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト Chapter 4 The Document 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。
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60

第11回

第12回

第13回

テクスト Chapter 5 The Correspondence, Part I 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト Chapter 6 The Correspondence, Part II 精読 (i)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト Chapter 6 The Correspondence, Part II 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第10回

60

テクスト Chapter 7 The Market 精読 (i)

60

60

第15回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト Chapter 7 The Market 精読 (ii)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

まとめ
後期授業にむけて

【復習】
これまでの授業内容を思い出し、テクストを再読し、学んだことの定着につとめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。毎回発表者による発表をもとに、全員で議論し、テクストを精読していきます。

成績評価の方法
授業参加 (40%)、発表 (30%) + レポート (30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Charles B. Dew, The Making of a Racist (Richmond: University of Virginia Press, 2017).ISBN-10: 0813940397

参考書
藤川隆男『人種差別の世界史』（刀水書房，2011年）
ジョージ・M・フレドリクソン『人種主義の歴史』（みすず書房，2009年）
W・E・B・デュボイス『黒人のたましい』（岩波文庫、1992年）
マルコムX『完訳マルコムX自伝』上下（中公文庫，　2002年）
ジャームズ・M・バーダマン『黒人差別をアメリカ公民権運動ー名もなき人々の戦いの記録』（集英社新書，2007年）
本田創造『アメリカ黒人の歴史』（岩波新書，1993年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 301 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容，進め方。
担当者を決める。

【予習】
・現代アメリカの人種関係について調べる。
・課題図書を熟読する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクスト 精読 (2)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テクスト 精読 (1)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テーマ・概要
アメリカ合衆国の黒人知識人 W. E. B. Du Bois は、1903 年に「20世紀の問題はカラーラインの問題である」という有名な言葉で、20世
紀には、人種関係が世界中で重要な課題として認識されることを予見しました。しかし、グローバリゼーションが進み、一見、様々な人
種・民族の人々が国境や文化や言語の差異を超えて交流しているように思える21世紀の世の中でも、レイシズムは依然として問題であり続
けています。
　例えば、2017年8月にアメリカ合衆国ヴァージニア州のシャーロッツヴィルという町で行われた白人優越主義者たちの集会で、その集会
に抗議するために集まった人たちに、白人優越主義者の若者が車で突っ込み、3人の死者を出すという惨事がおきました。この例が物語っ
ているように、異人種に対する憎悪は合衆国では現代においても日常的な問題です。また日本においても、ヘイトスピーチという言葉を近
年よく耳にするようになっており、人種間の差異にもとづいた憎悪表現が社会問題となっています。
　自分と異なった人に対する無理解はどこから来るのか。それはいつ、なぜ憎悪に変わるのか。そもそも人はなぜそれほどまで他者に対し
て憎しみを持つことができるのか。われわれはそのような感情から自由になることはないのか。このゼミでは、こういった問題について、
合衆国のレイシズムを具体例として考えて行きたいと思います。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する
能力）、DP8（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1) アメリカ合衆国の人種問題に関する理解を深める。
2) 文学的テクストや歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 英語で書かれた文章の意味を作者の意図を含めて正確に読解する力を養う。
4) プレゼンテーションとレポートを通して、自分の言葉で発信する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｊ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テクスト 精読 (3)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
ハンドアウトを読み直し、各発表の内容を整理。

60

テクスト 精読 (4)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

第9回 テクスト 精読 (8)

第7回

第8回

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト 精読 (5)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト 精読 (6)

60

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

60

テクスト 精読 (7)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。
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60

第11回

第12回

第13回

テクスト 精読 (9)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

テクスト  精読 (10)

【予習】
次回分を熟読。
【復習】
今回分を熟読。

レポート作成 (i)

【【予習】
レポートのテーマについて考える。
【復習】
ストーリーボードを作成する。

60

第10回

60

レポート作成 (ii)

60

60

第15回

【予習】
アウトラインを作る。
【復習】
アウトラインを完成させる。

60

レポート作成 (iii)

【予習】
引用文献リストを作成する。
【復習】
引用文献を読み、リストを完成させる。

まとめ

【復習】
これまでの授業内容を思い出し、テクストを再読し、レポートを完成させる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。毎回発表者による発表をもとに、全員で議論し、テクストを精読していきます。

成績評価の方法
授業参加 (40%)、発表 (30%) + レポート (30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Charles B. Dew, The Making of a Racist (Richmond: University of Virginia Press, 2017).ISBN-10: 0813940397

参考書
藤川隆男『人種差別の世界史』（刀水書房，2011年）
ジョージ・M・フレドリクソン『人種主義の歴史』（みすず書房，2009年）
W・E・B・デュボイス『黒人のたましい』（岩波文庫、1992年）
マルコムX『完訳マルコムX自伝』上下（中公文庫，　2002年）
ジャームズ・M・バーダマン『黒人差別をアメリカ公民権運動ー名もなき人々の戦いの記録』（集英社新書，2007年）
本田創造『アメリカ黒人の歴史』（岩波新書，1993年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
Getting to know each other
Chapter 1: How we feel about language

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

Chapter 1: Origins and develpment of standard English
Reading research papers

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

Chapter 1: Changing English

Chapter 1: Standard English and non-standard English
卒論 writing and research methods

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

テーマ・概要
様々な言語に対して、我々はそれぞれ「イメージ」を持っています。英語はかっこいい、とか、フランス語は美しい、とか、大阪弁は元
気、とか。でもそれは往々にして、言語というよりもその言語を話す人たちやその言語が話されている場所に対して我々がもっている考え
や偏見をそのまま反映したものです。それをlanguage attitudesと呼びます。このゼミでは、特に英語と英語のさまざまなバリエーション
に対するlanguage atittudesについて深く掘りさげ、軽く「イメージ」と捉えていたものの「正体」を、言語、社会、文化、経済、イデオ
ロギーなどさまざまな観点から探します。

DP1 DP2, DP5, DP8に準じ、コースワークを通して以下の目標をめざす。

・language attitudesとはなにかを理解する。
・英語学習者である自分自身やこれまでの英語学習者としての経験を、さまざまな研究と照らし合わせて、より広いコンテクストのなかで
見直すことができる。
・language attitudes  の研究分野でどのような研究手法があり得るのかを知る。
・興味を持ったトピックについて、自分でもさらに参考文献や参考資料をを探せるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｋ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 2: Techonology and language change

90

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 3: Attitudes to regional variations

第9回

第10回

Sharing your reading

第7回

第8回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Chapter 2: Technology and new words

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 2: Attitudes to texting

90

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 2: Attitudes to other forms of CMC

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。
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90

第11回

第12回

第13回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Chapter 3: Attitudes to class variations

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Chapter 3: Fluidity and social impact

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

第10回

授業の方法

90

Chapter 3:  Attitudes to other (i.e., non-English) varieties

120

90

第15回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

4年生：　卒論 progress report

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

3年生： term paper presentations

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業は毎週課題（予習復習を含む）をやってきたことを前提で、ペアワークやグループディスカッションをしながら進められます。
Week 5から、教科書の各章の担当者がグループで授業を進めていきます。担当者は事前にしっかりリサーチと打ち合わせをすること。
毎回コンピュータを使ってのリサーチ時間もとります。
Week 1から教科書を使います。

成績評価の方法
In-class contribution: 40%
Reading and explaining the assigned chapter: 30%
Presentation: 10%
Term paper: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Clayton, D. (2018). Attitudes to language. Cambridge: Cambridge University Press. 
ISBN: 978-1108402149

参考書
Aitchison, J. (2012). Language change: Progress or decay? 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Baker, P. (2008). Sexed texts: Language, gender and sexuality. London: Equinox.

Baron, D. (2009). A better pencil: Readers, writers and the digital revolution. Oxford: Oxford University Press.

Chatfield, T. (2013). Netymology. London: Quercus.

Clayton, D. with English & Media Centre (Eds.). (2012).  Language: A student handbook of key topics and theories. London: 
EMC.

Crystal, D. (2005) Stories of English. London: Penguin.

Crystal, D. (2009). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

Fairclough, N. (2014). Language and power, 3rd ed. London: Routledge.

Goddard, A. and Carey, N. (2017). Discourse: The basics. London: Routledge.

Greene, R. L. (2011). You are what you speak: Grammar grouches, language laws and the politics of identity. New York: 
Delacorte Press.

Hitchings, H. (2011). The language wars: A history of proper English. London: John Murray.

Hogg., R. and D. Denison (Eds.). A history of the English language. Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

Kaplan, A. (2016). Women talk more than men.. and other myths about language explained. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Milroy, J. and Milroy, M. (1985). Authority in language: Investigating standard English. London: Roudledge.

Tagg, C. (2015). Exploring digital communication. London: Routledge.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Spring term review
卒論中間発表準備

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

Chapter 4: Analysing language discourse - 1

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

Chapter 4: Analysing language discourse - 1

Research methodology revisited

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

60

テーマ・概要
様々な言語に対して、我々はそれぞれ「イメージ」を持っています。英語はかっこいい、とか、フランス語は美しい、とか、大阪弁は元
気、とか。でもそれは往々にして、言語というよりもその言語を話す人たちやその言語が話されている場所に対して我々がもっている考え
や偏見をそのまま反映したものです。それをlanguage attitudesと呼びます。このゼミでは、特に英語と英語のさまざまなバリエーション
に対するlanguage atittudesについて深く掘りさげ、軽く「イメージ」と捉えていたものの「正体」を、言語、社会、文化、経済、イデオ
ロギーなどさまざまな観点から探します。

DP1 DP2, DP5, DP8に準じ、コースワークを通して以下の目標をめざす。

・language attitudesとはなにかを理解する。
・英語学習者である自分自身やこれまでの英語学習者としての経験を、さまざまな研究と照らし合わせて、より広いコンテクストのなかで
見直すことができる。
・language attitudes  の研究分野でどのような研究手法があり得るのかを知る。
・興味を持ったトピックについて、自分でもさらに参考文献や参考資料をを探せるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｋ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 4: A language toolkit - 1

90

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Writing an academic paper in English
Doing research using corpus and other resources

第9回

第10回

卒論確認 in groups
Writing an academic paper in Japanese
Planning research 1

第7回

第8回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Chapter 4: A language toolkit - 2

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Chapter 4: Further investigation
Comping up with research questions
More reading

90

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Share your readings

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。
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90

第11回

第12回

第13回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Planning research 2

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

Writing a research proposal

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

第10回

授業の方法

90

3年生：　research proposal presentations

120

90

第15回

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

90

Review

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

4年生：卒論発表会

学んだことの復習をする。
与えられた課題に取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業は毎週課題（予習復習を含む）をやってきたことを前提で、ペアワークやグループディスカッションをしながら進められます。
Week 3から、教科書の各章の担当者がグループで授業を進めていきます。担当者は事前にしっかりリサーチと打ち合わせをすること。
毎回コンピュータを使ってのリサーチ時間もとります。
Week 1から教科書を使います。

成績評価の方法
In-class contribution: 40%
Reading and explaining the assigned chapter: 30%
Presentation: 10%
Term paper: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Clayton, D. (2018). Attitudes to language. Cambridge: Cambridge University Press.

参考書
Aitchison, J. (2012). Language change: Progress or decay? 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Baker, P. (2008). Sexed texts: Language, gender and sexuality. London: Equinox.

Baron, D. (2009). A better pencil: Readers, writers and the digital revolution. Oxford: Oxford University Press.

Chatfield, T. (2013). Netymology. London: Quercus.

Clayton, D. with English & Media Centre (Eds.). (2012). Language: A student handbook of key topics and theories. London: 
EMC.

Crystal, D. (2005) Stories of English. London: Penguin.

Crystal, D. (2009). Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press.

Fairclough, N. (2014). Language and power, 3rd ed. London: Routledge.

Goddard, A. and Carey, N. (2017). Discourse: The basics. London: Routledge.

Greene, R. L. (2011). You are what you speak: Grammar grouches, language laws and the politics of identity. New York: 
Delacorte Press.

Hitchings, H. (2011). The language wars: A history of proper English. London: John Murray.

Hogg., R. and D. Denison (Eds.). A history of the English language. Cambridge: Cambridge Univeristy Press.

Kaplan, A. (2016). Women talk more than men.. and other myths about language explained. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Milroy, J. and Milroy, M. (1985). Authority in language: Investigating standard English. London: Roudledge.

Tagg, C. (2015). Exploring digital communication. London: Routledge.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

- Introduction
- Overview of course
- Sociolinguistics: Meyerhoff Ch. 1

Readings: Meyerhoff Ch. 1 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

- Variation and style: Meyerhoff Ch. 3

Readings: Meyerhoff Ch. 3
Homework

100

- Variation and language: Meyerhoff Ch. 2

Readings: Meyerhoff Ch. 2
Homework

100

テーマ・概要
英語の音声とそれにまつわる言葉の現象
この授業では、英語の音声現象、英語の多様性を言語学的にみる。必要に応じて日本語や他言語と比較も行いながら、言語データを言語学
的方法を使って分析する方法を学び、実践を通して、言語現象を科学的に見る方法を学ぶ。
前期は、同一のスピーチコミュニティー内もしくは同一話者内で話し方が違うことがあるのはどうしてか、そこにはどのようなメカニズム
が働いているのか、ということを、社会言語学の視点から学ぶ。
また、自らの興味に応じて文献でどのようなことが研究されてきたのかを調査し、発表し、レポートにまとめる。

DP１（教養の修得）、DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との恊働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）、DP
７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現のため、この授
業では以下のことを目標とする。
　- 社会的要因によって話者の話し方がどのように変わるかの基礎を学ぶ。
　- 言語データの分析方法を理解する。
　- データ分析を、順を追って論理的に行う訓練をする。
　- 興味のある言語現象に関して、関連の文献をリサーチする力をつける。
　- 論文や口頭で発表する訓練をする。
　- 他者のプロジェクトに建設的なフィードバックをする練習をする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｌ

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

- Language attitudes: Meyerhoff Ch. 4

Readings: Meyerhoff Ch. 4
Homework

100

- Politeness: Meyerhoff Ch. 5

100

Readings: Meyerhoff Ch. 9
Prepare project topics.

120

第9回 - Social networks: Meyerhoff Ch. 9
- Project topics 2

第7回

第8回

Readings: Meyerhoff Ch. 5
Homework

- Multilingualism: Meyerhoff Ch. 6

Readings: Meyerhoff Ch. 6
Homework

100

- Language change: Meyerhoff Ch. 7

120

Readings: Meyerhoff Ch. 7
Homework

120

- Social class: Meyerhoff Ch. 8
- Project topics 1

Readings: Meyerhoff Ch. 8
Prepare project topics.
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100

第11回

第12回

第13回

- Language and gender: Meyerhoff Ch. 10

Readings: Meyerhoff Ch. 10
Homework

- Language contact: Meyerhoff Ch. 11

Readings: Meyerhoff Ch. 11
Homework

Project presentation 1

Preparation for presentations

100

第10回

120

Project presentation 2

180

120

第15回

Preparation for presentations 120

Project presentation 3

Preparation for presentations

Review of course
Final paper due

Work on final paper.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
社会言語学のテキストを用いるが、最初は講義の後ディスカッションをし、その後は輪読とディスカッションとする。ほぼ毎週宿題をこな
すことにより、データ分析などの実践をする。出来るだけ英語を使い、英語で理解し、発信する。

成績評価の方法
- Class participation: 20%
- Homework assignments: 35%
- Individual project presentation: 20%
- Final paper: 25%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I、英語学概論 II、英語音声学 I（同時履修でも良い）

テキスト
Meyerhoff, Mirium. (2018). Introducing Sociolinguistics. (3rd ed.). Oxon: Routledge.

参考書
- Trudgill, Peter. (2001). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. (4th ed.) London: Penguin Books.
- Van Herk, Gerard. (2017). What is Sociolinguistics? (2nd ed.) Wiley-Blackwell.
- 東　照二. (2009). 『社会言語学入門』. 東京：研究社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

- Introduction
- Overview of course
- Reading and discussion: Intensifiers in English I (Tagliamonte 2008)

Readings: Tagliamonte (2008) 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

- Reading and discussion: Intensifiers in English III (Tagliamonte 2008)

Readings: Tagliamonte (2008) 100

- Reading and discussion: Intensifiers in English II (Tagliamonte 2008)

Readings: Tagliamonte (2008) 100

テーマ・概要
この授業では、英語の音声現象、英語の多様性を言語学的に見る。必要に応じて日本語や他言語と比較も行いながら、言語データを言語学
的方法を使って分析する方法を学び、実践を通して、言語現象を科学的に見る方法を学ぶ。
　後期は、英語の音声現象を取り上げながら（例えばアメリカ英語のflapping、アメリカ大陸で起こっている母音の変化、「若者ことば」
とされているアップトーク、など）、最近の論文を読みながら、現象を理解し、言語がどんな様相を呈しているのか、それはどのように記
述・分析されるのか、を学ぶ。
　また、自らのプロジェクトに関して、データを収集して分析をし、分析結果を発表することを、段階を追って実践しながら学ぶ。

DP１（教養の修得）、DP２（課題の発見と解決）、DP３（他者との恊働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）、DP
７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現のため、この授
業では以下のことを目標とする。
　- 英語の様々な音声現象の知識を身につける。
　- 言語データの分析方法を身につける。
　- データを整理し、分析結果を順を追って論理的に説明する訓練をする。
　- 論文や口頭で発表する訓練をする。
　- 他者のプロジェクトに建設的なフィードバックをする練習をする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｌ

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

- Reading and discussion: Canadian Shift I (Chambers and Hall 2018)
- Project topics 1

Readings: Chambers and Hall (2018)
Prepare project topics.

100

- Reading and discussion: Canadian Shift II (Chambers and Hall 2018)
- Project topics 2

100

Readings: Warren and Fletcher (2016)
Prepare the outline of individual projects

120

第9回 - Reading and discussion: Uptalk in English I (Warren and Fletcher 2016)
- Project outline 3

第7回

第8回

Readings: Chambers and Hall (2018)
Prepare project topics.

- Reading and discussion: North American Flapping I (Herd, Jongman, and Sereno 2010)

Readings: Herd, Jongman, and Sereno (2010) 100

- Reading and discussion: North American Flapping II (Herd, Jongman, and Sereno 2010)
- Project outline 1

120

Readings: Herd, Jongman, and Sereno (2010)
Prepare the outline of individual projects

120

- Reading and discussion: North American Flapping III (Herd, Jongman, and Sereno 2010)
- Project outline 2

Readings: Herd, Jongman, and Sereno (2010)
Prepare the outline of individual projects
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100

第11回

第12回

第13回

- Reading and discussion: Uptalk in English II (Warren and Fletcher 2016)

Readings: Warren and Fletcher (2016)

- Reading and discussion: Uptalk in English III (Warren and Fletcher 2016)

Readings: Warren and Fletcher (2016)

Project presentation 1

Preparation for presentations

100

第10回

120

Project presentation 2

120

120

第15回

Preparation for presentations 120

Project presentation 3

Preparation for presentations

Review of course
Final paper due

Working on final paper.

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
論文を読む。最初は講義形式とするが、そのあとは担当を決めて輪読し、議論しながら進める。論文を読み終えたらsummaryを書き、内容
を整理する。また、前期の内容もふまえ、各自が興味のある言語現象に関してプロジェクトを組んでデータを自ら収集し分析したものを、
口頭およびペーパーで発表する。このプロジェクトでは、段階的に、トピックを決める、アウトラインを提示しデータを収集する、分析し
て発表する、という手順をふみ、また学生が相互にフィードバックをし、得られたフィードバックを活かしながら次のステップに進むとい
う、リサーチの基本メソッドを学ぶ。
前期同様、出来るだけ英語を使い、英語で理解し、発信する。

成績評価の方法
- Class participation: 20%
- Paper presentation: 20%
- Paper summaries: 15%
- Individual project presentation: 20%
- Final paper: 25%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I、英語学概論 II、英語音声学 I、英語音声学 II

テキスト
なし（論文を配布する）。

参考書
適宜授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介、スケジュールの確認

シラバスを読んでおく。
DVD『高慢と偏見』BBC 視聴

３０ー１５０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

１９世紀の英語について（２）
Elly van GelderenのA History of English Languageより
Late Modern Englishの語彙

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

１９世紀の英語について（１）
Elly van GelderenのA History of English Languageより
Late Modern Englishの文法

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

テーマ・概要
後期近代英語研究：ジェイン・オースティンに学ぶ恋愛会話術
オースティンの魅力の一つは、たぐい稀な人間観察に基づいた心理描写にあるが、実はその優れた英語も散文の金字塔と称えられている。
オースティンの小説の舞台は、１８世紀末から１９世紀初めのイギリスの小さな町で繰り広げられる男女の恋愛と結婚をめぐる社交の場で
ある。身分が高く収入の高い男性と結婚できたヒロインたちは、どんな会話をしたのか？本ゼミでは、特に会話部分の英語に焦点を当て
て、どのように登場人物が微妙な感情を、特に恋愛感情のやりとりや交渉を言葉で、あるいは言外に表し、どのようにそれを使って他者を
あやつろうとしているのかを語用論の観点から研究する。

DP６（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
（１）後期近代英語の文法について概要を知る。
（２）語用論、歴史語用論について基本的な知識をえる。
（３）オースティンのPride and Prejudiceの英語に慣れ、会話のやりとりから話者の意図を汲み取り、語用論的な解釈ができる。
（４）英語の文法語法的、または語用論的なテーマを見つけて研究し、自分の考えをわかりやすく提示することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｍ

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

１９世紀の英語について（３）
Elly van GelderenのA History of English Languageより
Late Modern Englishの綴り字、文体

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

歴史語用論によるアプローチについて(1)
Laurel Brinton, Historical English Linguistics,10章　分野の紹介とデータ

９０分

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。 ９０分

第9回 Pride and Prejudice3-4章を読む
agreeableな人の会話術
個人研究のテーマを決める

第7回

第8回

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。

歴史語用論によるアプローチ(2)
Laurel Brinton, Historical English Pragmatics,1０章 研究方法とケーススタディー

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

ジェイン・オースティンの英語の特徴
DVD『英語の冒険』視聴

９０分

【予習・復習】指定された資料を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。練習問
題の答えを考える。

９０分

Pride and Prejudice１-2章を読む
登場人物の会話の特徴をつかむ

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

Pride and Prejudice5、８章を読む
身分と言葉遣いについて

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

Pride and Prejudice 16-17章を読む
相手の信頼を勝ち得るための話術とは

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

Pride and Prejudice19-21章を読む
Mr Collinsの求婚の仕方

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

９０分

第10回

９０分

Pride and Prejudice 22-23章を読む
シャーロットの結婚の決断

１２０分

１２０分

第15回

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。 ９０分

学生による個人研究の発表(1)

【予習】個人研究発表の準備をする。

学生による個人研究の発表(2)
個人発表の講評とレポート執筆について

【予習】個人研究発表の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習方式。毎週数名の担当者がテキストを解説・コメント、映像作品との比較を行い、全体でディスカッションを行う。また、英語に関す
る広いテーマから各自が自由に研究テーマを選んで発表を行う。

成績評価の方法
平常点（授業への積極的な取り組みや課題の提出状況））40％、期末レポートと研究発表60％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。研究発表、レポートは以下の点に着目して、その到達度により評価する。
（１）後期近代英語の文法、語彙について基本的な知識を持っている。
（２）語用論、歴史語用論のテーマを説明できる。
（３）Pride and Prejudiceを読み、登場人物のセリフを語用論的な観点から理解することができる。
（４）英語の文法や語用論上のテーマについて調査や研究をして、その内容を他者にわかりやすく伝えることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語史I, II

テキスト
Austen, Jane. [1813], 2003. ed. Vivian Jones, Claire Lamont, and Tony Tanner. Pride and Prejudice, Penguin Classics  ISBN 
.978-0140434262
Elly Van Gelderen, A History of English Language, Revised version, 2014. ISBN 9789027212092.「購入の必要なし」
Laurel Brinton, Historical English Pragmatics: Approaches and Perspectives CUP, 2017. 978-1107113640.「購入の必要なし」

参考書
「購入の必要なし」
末松信子『ジェイン・オースティンの英語：その歴史社会言語学的研究』開文社出版、2004年、３２４０円、ISBN 978-4-87571-578-8. 
DVD『英語の冒険』グラナダTV 2003
DVD『高慢と偏見』BBC  サイモン・ラングトン (監督)  ,1955; 20.13
DVD『プライドと偏見』NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　2018

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業のスケジュールについて
規範文法と標準英語について

【予習・復習】配布資料を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 9０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Pride and Prejudice30-31章を読む
ダーシーを理解するには何がキーになるか？

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

Pride and Prejudice28-29章を読む
コリンズ家とレディ・キャサリンの交流から見える身分と言葉

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

テーマ・概要
後期近代英語研究：ジェイン・オースティンに学ぶ恋愛会話術
オースティンの魅力の一つは、たぐい稀な人間観察に基づいた心理描写にあるが、実はその優れた英語も散文の金字塔と称えられている。
オースティンの小説の舞台は、１８世紀末から１９世紀初めのイギリスの小さな町で繰り広げられる男女の恋愛と結婚をめぐる社交の場で
ある。身分が高く収入の高い男性と結婚できたヒロインたちは、どんな会話をしたのか？本ゼミでは、特に会話部分の英語に焦点を当て
て、どのように登場人物が微妙な感情を、特に恋愛感情のやりとりや交渉を言葉で、あるいは言外に表し、どのようにそれを使って他者を
あやつろうとしているのかを、引き続き語用論の観点から研究する。オースティンが小説を書いた18-19世紀は、ちょうど人々が規則にう
るさい規範文法(prescriptive grammar)に従い始めた時期でもある。オースティンの小説に出てくる登場人物たちは正しい英語を使ってい
るのか、オースティン自身はどのように英語を捉えていたのかなども考察する。

DP６（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
（１）後期近代英語の規範文法とオースティンの英語の関係について知る。
（２）語用論、歴史語用論について知見を深める。
（３）オースティンのPride and Prejudiceの英語について、語用論的な研究をする。
（４）英語の文法語法的、または語用論的なテーマを見つけて、自分の考えを発展させ、わかりやすく提示することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｍ

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Pride and Prejudice32-33章を読む
ダーシーのストラテジーは効果的か？

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

Pride and Prejudice34-35章を読む
ダーシーの求婚の仕方

９０分

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。 ９０分

第9回 Pride and Prejudice46-47章を読む
リディアの駆け落ち、上品さと規範文法の関係
個人研究のテーマを決める

第7回

第8回

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。

Pride and Prejudice36-37章を読む
手紙の文体と機能

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。 ９０分

Pride and Prejudice40-41章を読む
登場人物の性格と英語の規範性

９０分

【予習・復習】指定された箇所を精読し、内容を把握しておく。重要な点をノートにまとめる。練習問
題の答えを考える。

９０分

Pride and Prejudice42-43章を読む
パンベリー訪問

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

Pride and Prejudice48-49章を読む
リディアの結婚

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

Pride and Prejudice 56-57章を読む
レディ・キャサリンに対するクレーム対応

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

Pride and Prejudice58-59章を読む
エリザベスとダーシーの和解の仕方

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。

９０分

第10回

９０分

Pride and Prejudice 60-61章を読む
結末

１２０分

１２０分

第15回

【予習・復習】指定された箇所を精読する。言語学的な特徴を考察してノートにとる。 ９０分

学生による個人研究の発表(1)

【予習】個人研究発表の準備をする。

学生による個人研究の発表(2)

【予習】個人研究発表の準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習方式。毎週数名の担当者がテキストを解説・コメント、映像作品との比較を行い、全体でディスカッションを行う。また、英語に関す
る広いテーマから各自が自由に研究テーマを選んで発表を行う。

成績評価の方法
平常点（授業への積極的な取り組み、課題の提出状況）40％、期末レポートと研究発表60％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。　研究発表、レポートは以下の点に着目して、その到達度により評価する。
（１）後期近代英語の規範文法とオースティンの英語の関係について説明できる。
（２）語用論、歴史語用論について詳しい知識を持っている。
（３）Pride and Prejudiceの英語について、語用論的な研究ができる。
（４）英語の文法語法的、または語用論的なテーマについて、自分の考えを発展させ、わかりやすく提示することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語史I, II

テキスト
Austen, Jane. [1813], 2003. ed. Vivian Jones, Claire Lamont, and Tony Tanner. Pride and Prejudice, Penguin Classics  ISBN 
.978-0140434262

参考書
購入の必要なし
末松信子『ジェイン・オースティンの英語：その歴史社会言語学的研究』開文社出版、2004年、３２４０円、ISBN 978-4-87571-578-8. 
DVD『英語の冒険』グラナダTV 2003
DVD『高慢と偏見』BBC  サイモン・ラングトン (監督)  ,1955; 20.13
DVD『プライドと偏見』NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　2018

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業内容・運営についての説明
論文の書き方についての説明
学生の自己紹介

コミュニケーションの定義について考えてくる(3，4年生）

4年生は、最初の授業に卒論の題目と概要を提出するので用意する。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

話題：
Ethnocentricism and Othering:barriers to
intercultural communication (Chapter 7)　
テキスト輪読＆ディスカッション

Chapter 7の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

話題：
Ethnocentricism and Othering:barriers to
intercultural communication (Chapter 7)　
テキスト輪読＆ディスカッション
テキスト（論文）輪読

Chapter 7の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

テーマ・概要
この授業は、第1及び第2言語習得論の基礎的知識と教授法に関する理論を学び、言語習得過程についての研究（語彙、文法習得、リーディ
ングやリスニングを含む認知プロセス研究等）、また現在の日本の英語教育改善方法の模索、アジア諸国の言語政策と英語教育、早期英語
教育、社会言語学的視点に基づくコミュニケーション、動物と人間のことば、世界の英語とその拡がり等をテーマに卒業論文完成を最終目
標とするゼミである。

今年のゼミでは、に「コミュニケーションについて考える」をテーマとする。前期は、コミュニケーションに関する文献を読みながら、こ
の話題について考察していく。

DP8を実現するために、以下の5点をこの授業の目標とする。
①　言語習得論、英語教育学の基本的な理論を学ぶ。
②　英語で書かれたテキストを正確に理解する。
③　効果的なプリゼンテーション方法と分かりやすいレジメの書き方を学ぶ。
④　参考文献や注釈のつけ方を学ぶ。
⑤　関連資料や文献の調査方法を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｎ

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

話題：
Ethnocentricism and Othering:barriers to
intercultural communication (Chapter 7)　
テキスト輪読＆ディスカッション
個人発表

Chapter 7の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

話題：
Intercultural transitions: from language and
culture shock to adaptation (Chapter 8)
テキスト輪読＆ディスカッション
個人発表

120

Chapter 9の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

第9回 話題：
Intercultural interpersonal relationships
(Chapter 9)
テキスト（論文）輪読
個人発表

第7回

第8回

Chapter 8 の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生）

話題：
Intercultural transitions: from language and
culture shock to adaptation (Chapter 8)
テキスト（論文）輪読
個人発表

Chapter 8 の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

話題：
Intercultural transitions: from language and
culture shock to adaptation (Chapter 8)
テキスト（論文）輪読
個人発表

120

Chapter 8 の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生） 120

話題：
Intercultural interpersonal relationships
(Chapter 9)
テキスト（論文）輪読
個人発表

Chapter 9の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生）
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120

第11回

第12回

第13回

話題：
Intercultural interpersonal relationships
(Chapter 9)
テキスト（論文）輪読
個人発表

Chapter 9の次回の授業の範囲を読む。(3，4年生）

4年生　卒業論文　中間発表会

4年生は、中間発表会のための準備（レジメとPowerpointの用意）をしてくる。

第1回 シンポジウム
(4年生　ゼミ研究レポート発表会）

シンポジウムの準備をする。

120

第10回

120

第2回　シンポジウム
(4年生　ゼミ研究レポート発表会）

120

120

第15回

シンポジウムの準備をする。 120

第3回　シンポジウム
(3年生　ゼミ研究レポート発表会）

シンポジウムの準備をする。

第4回　シンポジウム
(3年生　ゼミ研究レポート発表会）
前期のまとめ

シンポジウムの準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、演習形式で行う。　必要に応じて指導教授が講義を行う。学生は、授業内容の理解をしながら、自分の研究テーマを見つけ、学期
末にはシンポジウムに参加し、その内容を小論文の形にまとめる。

成績評価の方法
授業内の課題（プリゼンテーション、ディスカッション）への参加度の40%、シンポジウム及び期末レポート60%とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
TESL１及びTESL2,　英語教育I及び英語教育IIを履修済または履修中であることが望ましい。

テキスト
Jackson, Jane.　(2014).  "Introducing Language and Intercultural Communication."  Routledge.  （3年生及び4年生）
授業内で読む他のテキストがある場合は、後程配布される予定である。

参考書
Brown, H. D. (2000).  "Principles of Language Learning and Teaching."  Peason Education.
Lightbown, Pasty M. and  Nina Spada.  (2007). "How Languages are Learned."  Oxford University Press 
Ellis, Rod.  (1995).  "Second Language Acquisition." Oxford University Press.
Modern Languages Division, Strasbourg.  (2002).  Common european Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching, Assessment.  Cambridege Unicersity Press.
小池生夫（編集主幹）. (2003). 『応用言語学事典』.　研究社．
白畑知彦、若林茂則、村野井仁．　（2010）．『詳説　第二言語習得研究　理論から研究方法まで』研究社．
鈴木良次（編集委員長）．（2006）．『言語科学の百科事典』　丸善株式会社．
江藤裕之、前田樹海、田中建彦(訳）．　(2007)．　『APA論文作成マニュアル』　医学書院．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

話題：
サピア・ウォーフの仮説
テキスト輪読
個人発表

テキストの範囲を読む。（３，４年生） 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

話題：
Managing language and intercultural 
conflict (Chapter 10)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 10の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

120

話題：
ことばと文化の関係を説明する記号論
テキスト輪読

テキストの範囲を読む。(3，4年生） 120

テーマ・概要
この授業は、第1及び第2言語習得論の基礎的知識と教授法に関する理論を学び、言語習得過程についての研究（語彙、文法習得、リーディ
ングやリスニングを含む認知プロセス研究等）、また現在の日本の英語教育改善方法の模索、アジア諸国の言語政策と英語教育、早期英語
教育、社会言語学的視点に基づくコミュニケーション、動物と人間のことば、世界の英語とその拡がり等をテーマに卒業論文完成を最終目
標とするゼミです。

今年のゼミでは、前期に学んだことを踏まえて、コミュニケーションについて考える。

DP8を実現するために、以下の5点をこの授業の目標とする。
①　言語習得論、英語教育学の基本的な理論を学ぶ。
②　英語で書かれたテキストを正確に理解する。
③　効果的なプリゼンテーション方法と分かりやすいレジメの書き方を学ぶ。
④　参考文献や注釈のつけ方を学ぶ。
⑤　関連資料や文献の調査方法を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｎ

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

話題：
Managing language and intercultural 
conflict (Chapter 10)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 10の範囲を読む。(3，4年生）
個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

120

話題：
Managing language and intercultural 
conflict (Chapter 10)
テキスト輪読
個人発表

120

Chapter 12の範囲を読む。(3，4年生）
個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

120

第9回 話題：
Global citizenship and intercultural 
(communicative) competence (Chapter 12)
テキスト輪読
個人発表

第7回

第8回

Chapter 10の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

話題：
Language and intercultural communication in the
 global workplace (Chapter 11)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 11の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

120

話題：
Language and intercultural communication in the 
global workplace (Chapter 11)
テキスト輪読
個人発表

120

Chapter 11の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

120

話題
Language and intercultural communication in the 
global workplace (Chapter 11)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 11の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。
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120

第11回

第12回

第13回

話題：
Global citizenship and intercultural 
(communicative) competence (Chapter 12)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 12の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

話題：
Global citizenship and intercultural 
(communicative) competence (Chapter 12)
テキスト輪読
個人発表

Chapter 12の範囲を読む。(3，4年生）

個人発表の当たっている学生は、発表の準備をする。

4年生は、卒論を完成させる。

シンポジウム

(3年生　ゼミ研究レポート発表会）

シンポジウム発表担当者は、準備をする。

120

第10回

90

シンポジウム

(3年生　ゼミ研究レポート発表会）

60

60

第15回

シンポジウム発表担当者は、準備をする。 90

シンポジウム

(４年生　ゼミ研究レポート発表会）

発表担当者である4年生は、プリゼンテーションの準備をする。

シンポジウム

(４年生　ゼミ研究レポート発表会）

発表担当者である4年生は、プリゼンテーションの準備をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、演習形式で行う。　必要に応じて指導教授が講義を行う。尚、学期末の卒業論文発表会は、１２月に実施予定のゼミ合宿で行う予
定である。３、４年生はなるべく合宿に参加することが期待されている。

成績評価の方法
授業内の課題（プリゼンテーション、ディスカッション）への参加度の40%、シンポジウム及び期末レポート60%とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期の演習Inを履修済であること。

テキスト
Jackson, Jane.  (2007).　 ”Introducing Language and Intercultural Communicatiotn."  Routledge.
必要な教材は後程配布される。

参考書
Brown, H. D. (2000).  "Principles of Language Learning and Teaching."  Peason Education.
Ellis, Rod.  (1995).  "Second Language Acquisition." Oxford University Press.
Lightbown, Pasty M. and  Nina Spada.  (2007). "How Languages are Learned."  Oxford University Press 
Modern Languages Division, Strasbourg.  (2002).  Common european Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment.  Cambridege Unicersity Press.
小池生夫（編集主幹）. (2003). 『応用言語学事典』　研究社．
白畑知彦、若林茂則、村野井仁．　（2010）．『詳説　第二言語習得研究　理論から研究方法まで』　研究社．
鈴木良次（編集委員長）．（2006）．『言語科学の百科事典』　丸善株式会社．
江藤裕之、前田樹海、田中建彦(訳）．　(2007)．　『APA論文作成マニュアル』　医学書院．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 337 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introductions and Overview

Material review and project work 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Psychoanalysis 1  (Freud and Jung)

Material review and worksheet completion 1-2 hours

The beginnings of critical/cultural theory (Plato and Aristotle)

Material review and worksheet completion 1-2 hours

テーマ・概要
This course is designed to give students a strong theoretical foundation in Cultural Studies while guiding them towards the 
completion of a final paper and presentation. All study will be undertaken in English.

Following initial introductions and an overview, there will be lecture/workshop classes that will address different areas of 
critical and cultural theory. These will give students an opportunity to discuss and use the ideas presented in a practical 
setting. Work will be done in small groups. Readings will be assigned beforehand. The semester will end with a short test 
that will check knowledge of theory. This is not designed to be difficult or to trick students, but simply to make sure that 
basic concepts are understood. After that, there will be a series of writing and presentation skills workshops. Some of 
these will be for the whole class and some will be in smaller groups.

Students will develop a good knowledge of theory and its application to culture as text. They will work in English and 
practice their communication skills. This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｏ

ラルフ　ジェイムズ　バーナビー

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Psychoanalysis 2 (Lacan) and research skills discussion

Material review and worksheet completion 1-2 hours

Marxism 1 (Marx and Engels)

1-2 hours

Material review and worksheet completion 1-2 hours

第9回 Poststructuralism (Barthes and others)

第7回

第8回

Material review and worksheet completion plus presentation preparation

Marxism 2 (Althusser and…Equality?) plus graduation thesis overview

Material review and worksheet completion plus presentation preparation 1-2 hours

Student presentations 1

1-2 hours

Overview of theoretical models to this point 1-2 hours

Structuralism and Semiotics (de Saussere and Eco)

Material review and worksheet completion
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Deconstruction (Derrida)

Material review and worksheet completion

Discourse and Panopticons (Foucault)

Material review and project work

Postcolonialism (Said, Fanon and Wee)

Material review and worksheet completion plus term paper work

1-2 hours

第10回

1-2 hours

Cool Japan (Azuma and Napier)

1-2 hours

1-2 hours

第15回

Material review and worksheet completion plus study for test and paper 1-2 hours

Exam

Working on term paper for submission

Review, wrapup and discussions - final term paper due

Material review and self-evaluation

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation and activities 20% 
2) group presentation 30% 
3) test 20%
3) individual paper 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Eagleton, Terry. Literary Theory, An Introduction. 3rd. Ed. Minneapolis: U. of Minnesota Press, 2008. Print.
Napier, Susan. Anime from Akira to Howl's Moving Castle: Experiencing Contemporary Japanese Animation. 2nd Ed. New York: St. 
Martin's Griffin, 2005. Print.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Feminism and Queer Theory (Kristeva, Butler, de Beauvoir)

Material review and worksheet completion 1-2 hours

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

‘Cool Japan’ case study and discussions ? Anime to AKB

Case study discussion and worksheet, plus film preparation 1-2 hours

The Science Wars and the End of Theory? (Sokal and Bricmont)

Material review and worksheet completion 1-2 hours

テーマ・概要
This course is designed to give students a strong theoretical foundation in Cultural Studies while guiding them towards the 
completion of a final paper and presentation. All study will be undertaken in English.

Following initial introductions and an overview, there will be lecture/workshop classes that will address different areas of 
critical and cultural theory. These will give students an opportunity to discuss and use the ideas presented in a practical 
setting. Work will be done in small groups. Readings will be assigned beforehand. The semester will end with a short test 
that will check knowledge of theory. This is not designed to be difficult or to trick students, but simply to make sure that 
basic concepts are understood. After that, there will be a series of writing and presentation skills workshops. Some of 
these will be for the whole class and some will be in smaller groups.

Students will develop a good knowledge of theory and its application to culture as text. They will work in English and 
practice their communication skills.　This is in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｏ

ラルフ　ジェイムズ　バーナビー

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Reading culture as text 1: Case study (Film)

Case study discussion and worksheet, plus music preparation 1-2 hours

Reading culture as text 2: Case study (Popular music)

1-2 hours

Material review and paper research work　 1-2 hours

第9回 Writing and research methodology skills workshop

第7回

第8回

Case study discussion and worksheet, plus advertising preparation

Reading culture as text 3: Case study (Advertising)

Case study discussion and worksheet, plus Disney preparation 1-2 hours

Reading culture as text 4: Case study (Crossing Genres and the Disney phenomenon)

1-2 hours

Preparation for presentations 1-2 hours

Student presentations on culture as text

Presentation response worksheets
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1-2 hours

第11回

第12回

第13回

Authenticity and culture (Baudrillard)

Worksheet, plus art preparation

Reading culture as text 5: Case study (Art)

Case study discussion and worksheet, plus media/journalism preparation

Reading culture as text 6: Case study (Media/journalism)

Case study discussion and worksheet, plus digital media preparation

1-2 hours

第10回

1-2 hours

New directions in cultural studies (digital media)

1 hour

1-2 hours

第15回

Material review Test study and final paper planning 1-2 hours

Test and final paper session

Working on final paper

Review, wrapup and discussions

Material review and self-evaluation

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
You will be undertaking pair/group activities, discussions, tasks, and so forth. The class will be conducted in English. The 
lesson plan may be modified depending on your actual progress. 

You will be expected to review the previous lesson, complete homework, and prepare for the next lesson as part of your 
outside preparatory work. Please bring a dictionary and notebook to each class.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
 

1) classroom participation and activities 20% 
2) group presentation 30% 
3) test 20%
3) individual paper 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Handouts will be provided by the instructor.

参考書
Azuma, Hiroki/ Otaku: Japan's Database Animals. Trans. Jonathan E. Abel and Shion Kono. Minneapolis: U of Minnesota Press, 
2009. Print.
Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation (The Body, In Theory: Histories of Cultural Materialism). Trans. Shelia Glaser. 
Ann Arbor: U of Michigan Press, 1995. Print.
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990. Print.
Sokal, Alan and Jean Bricmont. Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science. New York: Picador, 1999. 
Print.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course introduction and orientation

Study the reading list and borrow books from the library 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Myths of Europe  (1)

Read assigned article 60

The English Class System

Read assigned article 60

テーマ・概要
In this seminar, we will be exploring the real ‘Muggle’ England using the Harry Potter series as our guide.

By the end of the course, students will have covered and learned a great deal about the origins of the major themes and 
issues raised in the 'Harry Potter' series.

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｐ

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351411304

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Myths of Europe (2)

Read assigned article 60

The British Education System (1)

60

Write a summary of discusion 60

第9回 Intercultural Communication (1)

第7回

第8回

Prepare dialogues for roleplay

The British Education System (2)

Prepare dialogues for roleplay 60

Propaganda and the Media (1)

60

Prepare dialogues for roleplay 60

Propaganda and the Media (2)

Read assigned article
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60

第11回

第12回

第13回

Intercultural Communication (2)

Read assigned article

Our Evolving Language (1)

Read assigned article

Our Evolving Language (2)

Prepare roleplays for analysis

60

第10回

60

Our Evolving Language (3)

120

60

第15回

Prepare roleplays for analysis 60

Review (1)

Write summary of discussion conclusions

Review (2)

Review main points covered this term

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
Most of the classes will begin with some kind of task which students will do in pairs or small groups. This will be followed 
by the teacher's input, raising awareness of the key concepts ideas and theories behind the material.

Students will be expected to do some research outside the classroom to prepare for the lessons. Classes will be conducted in 
English most of the time.

成績評価の方法
Grades will be assigned according to the following criteria: Classwork: 50%; Homework: 25%; End-of-term project: 25%

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
There is no set text. A reading list and articles will be provided by the teacher.

参考書
A comprehensive reading list will be provided by the teacher at the beginning of the course.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course introduction and orientation

Study the reading list and borrow books from the library 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Myths of Europe (2)

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

Myths of Europe (1)

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

テーマ・概要
In this seminar, we will continue exploring the real ‘Muggle’ England using the Harry Potter series as our guide.

By the end of the course, students will have covered and learned a great deal about the origins of the major themes and 
issues raised in the 'Harry Potter' series.

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｐ

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21551411305

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Social Structures (10

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

Social Structures (2)

60

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

第9回 Heroes and Heroism (2)

第7回

第8回

Review the lesson / preview materials for next lesson

Language origins (1)

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

Language origins (2)

60

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

Heroes and Heroism (1)

Review the lesson / preview materials for next lesson
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60

第11回

第12回

第13回

Good and Evil (1)

Review the lesson / preview materials for next lesson

Good and Evil (2)

Review the lesson / preview materials for next lesson

Sociopathy and Psychpathy

Review the lesson / preview materials for next lesson

60

第10回

60

Conformity and Compliance (1)

60

60

第15回

Review the lesson / preview materials for next lesson 60

Conformity and Compliance (2)

Review the lesson / preview materials for next lesson

PUSH documentary

Review course overall

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Classes will consist largely of pair and group-work. Some classes will be lecture-based.

成績評価の方法
Grades will be based on the following: Classwork: 50%; Homework: 25% Gashuku: 25%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
n/a

テキスト
There is no set text. Materials will be provided by the teacher

参考書
none. (Reading List will be provided).

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

・文学批評の意味と歴史の解説
・言葉が記号であることの意味の説明

シラバスをよく読んで文学理論の講義の全体像をつかんでおくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

記号論入門（２）
・記号としての言語
・“ネコ”が猫であることの意味
・signifier とsignifiedについて

記号論について予備学習しておくこと。 60分

記号論入門（１）
・記号としての言語
・“ネコ”が猫であることの意味
・signifier とsignifiedについて

記号論について予備学習しておくこと。 60分

テーマ・概要
　現実社会の問題と文学研究がどのように結びつくのかを体験してもらいます。私たちは文学を論じるとき、作中人物の行動や話の筋だけ
に目を向けがちですが、それを書いている作家の動機、作家にそれを書かせた社会の要請、それを読む読者側の反応といった面に目をうつ
していくと、文学を読む、文学を研究するという行為が立体的に見えてくるでしょう。
　 文学作品というテクストを、歴史や社会という文脈（コンテクスト）に置いて考えることで、現代社に生きるためのリテラシー（読解
能力）を養っていきたいと思います。卒業論文を書くための基礎力をつけることも目指していますが、それは決してハウツーものとして伝
達されるわけではありません。授業に参加することで、社会と言語との密接な関係を体験してください。記号としての言語、歴史の語り
方、精神分析的な洞察、経済活動と文学、性差（男と女）など、現代批評のテーマを取り上げて解説していきます。

DP2【課題の発見と解決】を実現するため、次の点を到達目標とする。
①言葉を使うとき、われわれは社会の中でどのような操作をしているのかについての意識を養う。
②言語記号のみでなく、その他のさまざまな表象(representation)ー映像、トレードマーク、ＣＭ、アニメなどの大衆文化、マスコミに流
れる政治言説ーについての解読能力を開発する。
③グローバリゼーションの流れの中で、情報を受信する力の基本となる概念や方法を実践する能力をつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

文学理論Ｉ

下河辺　美知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

記号論入門（３）
ビデオを見る
・記号としての言語
・“ネコ”が猫であることの意味
・signifier とsignifiedについて

記号論について予備学習しておくこと。 60分

読者反応理論(reader-response criticism)（１）
・意味は読み手の中にあるということの説明
・読み手は仕事をする
・“in our time"chapter VIIについての3つの読み

60分

ナラトロジーについて予備学習しておくこと。 60分

第9回 ナラトロジー(narratology) （１）
・文学にも文法があること
・トドロフ、プロップの文法
・Updikeのテクストから語り手の主権について

第7回

第8回

読者反応理論について予備学習しておくこと。

読者反応理論(reader-response criticism)（２）
・意味は読み手の中にあるということの説明
・読み手は仕事をする
・“in our time"chapter VIIについての3つの読み

読者反応理論について予備学習しておくこと。 60分

読者反応理論(reader-response criticism)（３）
・意味は読み手の中にあるということの説明
・読み手は仕事をする
・“in our time"chapter VIIについての3つの読み

90分

読者反応理論について予備学習しておくこと。 60分

課題学習「文学理論の現在の研究と現実社会への適用」について

図書館にて、記号論、読者反応理論についての批評書の検索を行い、批評理論の現状分析し、現在の社
会へ適用する方策を考えてレポートする。
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60分

第11回

第12回

第13回

ナラトロジー(narratology) （２）
・文学にも文法があること
・トドロフ、プロップの文法
・Updikeのテクストから語り手の主権について

ナラトロジーについて予備学習しておくこと。

精神分析批評　(psychoanalitic criticism) （１）
・不思議な物語
・Oedipusの運命/我々の運命
・父と息子/母と息子
・文化の中のOedipus神話

精神分析批評について予備学習しておくこと。

精神分析批評　(psychoanalitic criticism) （２）
・不思議な物語
・Oedipusの運命/我々の運命
・父と息子/母と息子
・文化の中のOedipus神話

精神分析批評について予備学習しておくこと。

60分

第10回

60分

精神分析批評　(psychoanalitic criticism) （３）
・不思議な物語
・Oedipusの運命/我々の運命
・父と息子/母と息子
・文化の中のOedipus神話

60分

90分

第15回

精神分析批評について予備学習しておくこと。 60分

到達度確認テスト

授業内レポートの形で行います。

振り返り
これまでに取り上げた批評理論を概観し、現実の社会や歴史の中にその意味をさぐる。

これまでの内容を復習しておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
1　基本的に講義形式で行う。
2　ビデオを使って視聴覚的に批評理論の基礎を体得してもらう。

成績評価の方法
学期末レポート（60％程度）、小レポート（20％程度）、平常点（20％程度）を基本として総合的に成績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
専門的予備知識は必要としない。言葉と社会とに興味がある人に受講してほしい。

テキスト
授業内で毎回プリントを配布。

参考書
多数。初回授業時にリストを配布する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：なぜ「文学理論」か？

予習：シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ、オハイオ』を通読しておいてください。
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

180

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「語り手」「視点」の諸問題

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。6視点／7 ミステリー／34信用できない語
り手／46メタフィクション
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

小説とは何か：「語り」（narration）と「描写」（description）

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。2作者の介入／3サスペンス／5書簡体小説
／26描写と語り
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

テーマ・概要
文学理論上重要な4つの主題について、それぞれ3週間にわたり概観します。それぞれの主題についてアメリカ文学の代表的な中編小説を言
及しながら説明します。 
　
第一部：小説の快楽：シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ、オハイオ』
第二部：何が「リアル」か：トニ・モリスン『スーラ』
第三部：「内容」と「形式」は一致する？：Ｆ・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャッツビー』
第四部：小説とその外部：アーネスト・ヘミングウェイ『日はまた昇る』

文学理論とは、小説や詩・戯曲、そして広く芸術作品を鑑賞・創作する際に知っていると役に立つ、ものの考えかた・作品のとらえかたを
抽象的な言葉でまとめたものですが、その内容はきわめて具体的かつ実践的なものです。講義ではアリストレス『詩学』から20世紀後半の
構造主義（ロラン・バルト）やポスト構造主義（ジャック・デリダ）まで広範にわたる「理論」を概観しますが、それらについての単なる
知識を得ることが目的ではありません。卒業論文などで文学作品を論じる際、どのようなことを書けばよいのかということを実践的に学ぶ
機会だととらえてください。これまで無意識に培われてきた自分のものの見方を再検討し、あるいはそれを意識化・言語化できるようにな
ることが最終的な目標です。 
　
これらの目標を達成することで、DP7を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

文学理論II

日比野　啓

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415102

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「内面」の成立

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。9意識の流れ／10内的独白／14 人物紹介／
25表層にとどまる
トニ・モリスン『スーラ』を通読しておいてください。
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

180

事実（facts）と虚構（fiction）、真理（truth）、本当らしさ（reality） 
第1回小テスト

60

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。4ティーンエイジ・スカース／20凝った文
章／27複数の声で語る／47怪奇
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

第9回 文体と声
第2回小テスト

第7回

第8回

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。1書き出し／8 名前／15 驚き／40 動機づ
け
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

理想主義（idealism）およびさまざまな反リアリズム

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。24マジック・リアリズム／31寓話／33偶然
／38 シュルレアリスム
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

ミメーシス（mimesis）／表象（representation）とその批判

180

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。18天気／22実験小説／30象徴性／42言外の
意味
Ｆ・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャッツビー』を通読しておいてください。
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

180

到達度確認テスト（１）

予習：レジュメをもとに、第1回〜第7回講義で説明された文学理論の概念を用いて小説を書けるように
してください。
復習：テストの設問を再度やってみてください。
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180

第11回

第12回

第13回

レトリックとアイロニー

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。11異化／19反復／23 コミック・ノベル／
39アイロニー
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

時間と構造

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。36章分け、その他／43題名／48物語構造／
50結末
アーネスト・ヘミングウェイ『日はまた昇る』を通読しておいてください。
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

社会・経済
第3回小テスト

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。12場の感覚／13リスト／35異国性／44 思
想
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

第10回

60

テクノロジーとメディア

180

60

第15回

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。16時間の移動／29未来を想像する／37電話
／41 持続感
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

60

伝統
第4回小テスト

予習：『小説の技巧』以下の節を熟読しておいてください。17テクストの中の読者／21間テクスト性／
28過去の感覚／45ノンフィクション小説
復習：レジュメをもとに、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてください。

到達度確認テスト（２）

予習：これまで配布されたレジュメを再度通読し、講義で説明された文学理論の概念の理解を深めてく
ださい。
復習：講義後しかるべき時間をおいて配布される模範解答をもとに、講義の内容全体を振り返ってくだ
さい。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
講義形式。レジュメを毎回配布。

成績評価の方法
小テスト（8点×4回）：一つのテーマが終了した翌週に小テスト（12分）を行います。毎回出席をとることはありませんが、この小テスト
の成績は成績に加味されます。
小テストは二つのセクションに分かれます。キーワードについて簡単な説明を求めるものと、講義のなかでもっとも印象に残った内容につ
いて記すものです。

到達度確認テスト(1)：24点
「語り」と「描写」の違い、多様な「語り手」「視点」や、様々な「内面」の描写など、それまで学んだことをもとに、「自分が今日大学
に来るまでのこと」を小説にして書いてもらいます。「朝起きて家を出るまで」「家を出てから大学の門をくぐるまで」「大学の門をく
ぐってからこの教室に入るまで」の三つの情景を、指示に従って異なる技法を用いて書き分けて下さい。

到達度確認テスト(2)：44点
三問構成の記述式。一部「前ばらし」をします。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。文学理論の基本概念を理解し、作品を読むにあたって適用できるかに着目して、そ
の達成度を評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありませんが、文学理論Iとあわせて受講すると、より広範な角度から文学作品および批評理論をとらえることができるようになるで
しょう。

テキスト
デイヴィッド・ロッジ、柴田元幸・斎藤兆史訳『小説の技巧』（白水社、一九九七年）ISBN-13: 978-4560046340
トニ・モリスン、大社淑子訳『スーラ——トニ・モリスン・セレクション』（ハヤカワepi文庫、2009年）ISBN-13: 978-4151200557
シャーウッド・アンダーソン、上岡伸雄訳『ワインズバーグ、オハイオ』（新潮文庫、2018年）ISBN-13: 978-4102201510
アーネスト・ヘミングウェイ、土屋政雄訳『日はまた昇る』（ハヤカワepi文庫、2012年）ISBN-13: 978-4151200694
Ｆ・スコット・フィッツジェラルド、小川高義訳『グレート・ギャッツビー』（光文社古典新訳文庫、2009年）ISBN-13: 978-4334751890

参考書
多数。初回授業時に詳細なリストを配布。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 361 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習、復習について説明する。
・児童文学とは何か、という問題を定義づける。
・英米児童文学史の最初のところを概観する。

[予習]シラバスを読み、あらかじめ講義内容を理解する。
[復習]授業の全体像や、評価基準を確認する。

30分

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヴィクトリア朝に起こったファンタジーの誕生について
・ファンタジーが生まれた社会的・思想的背景について学修する。
・とりわけラスキンの『黄金の川の王様』、キングスリーの『水の子』、マクドナルドの『北風の後ろの国』をとりあげ、その
内容の分析と、社会文化的背景を修得する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに作品・作家の思想を確認する。 60分

イギリスでの児童文学の誕生について
・児童観に大きな変化が起こったこと、その結果、子どもに読ませる本の内容ががらりと変わったことを学修する。
・映像により、古い時代の書物の姿を確認する。

講義内容を振り返り、世界史を確認して、どの時代に児童文学が誕生したかについて確認する。 60分

テーマ・概要
　本科目では、英米児童文学の発生と展開の前半部分を扱う。児童文学の誕生は、それなりの社会的・歴史的背景あっての文化事象であっ
た。そうしたコンテクストに基づき、子どものための本がどのようにして生まれ、発展していったかを歴史順にたどっていくと、おとなが
子どもというものをどう考えていたかという概念史の研究にもなる。
　このことをふまえつつ、本講義では、一回の授業でおもに一冊の英米児童文学を年代順に取り上げ、その本が果たした役割、その本が生
まれてきた社会背景、影響力などを論じ、また現代の諸メディアへの応用・変容にまでいたる経緯を論じていく。興味を持つ受講者には事
前にその本を読んで受講してもらえればより理解度は深まると思われるが、受講後に読んでもらっても差し支えないよう、論じることにす
る。

①英米のほぼ19世紀から20世紀初までの「子どもの概念」の変化を学ぶ。
②一回の取り上げる作品を理解し、文学論的にとらえることができるようになる。
③児童文学史を通じ、英米人の草の根的な思想の根幹を知る。
④児童文学を通じて、英米文化の基礎的な知識を身につける。
⑤比較的読解しやすい作品を通じ、作品分析の基礎を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

児童文学論Ａ

川端　有子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415105

2 2019年度 前期

- 362 -



第4回

第5回

第6回

・ファンタジーの形を大きく転換させたといわれるメルクマール的な作品の誕生の過程を学び、その意義について学修する。
・具体的にはルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』をとりあげ、作品分析と社会文化的意義を習得する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『不思議の国のアリス』の歴史的意義・作品解釈
を確認する。

60分

・リアリズム児童文学の登場とその社会背景を学習する。
・具体的には、ネズビットの『宝探しの子どもたち』をとりあげ、一人称の子どもの語り、現実社会に生きる子どもの生活など
を考え、作品の意味を習得する。

60分

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『赤毛のアン』の歴史的意義・作品解釈を確認す
る。

60分

第9回 ・初期カナダの児童文学を学び、イギリスの属国であった当時の文化背景において、カナダの特殊性を考察する。
・具体的にはモンゴメリの『赤毛のアン』を取り上げ、プリンスエドワード島の文化、歴史的背景、文化的意味などを学修す
る。

第7回

第8回

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『宝探しの子どもたち』の歴史的意義・作品解釈
を確認する。

・再びファンタジーの世界を広げた作品と、その舞台化や映画化についても言及し、その意味について学修する。
・具体的にはバリの『ピーターとウェンディ』をとりあげ、タイトルがよく知られている割には読まれていない真実の作品の意
味を考察する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ピーターとウェンディ』の歴史的意義・作品解
釈を確認する。

60分

・アメリカの家庭小説の歴史と系譜の中に位置づけて、少女向けの物語を考察する。
・具体的にはオールコットの『若草物語』をとりあげ、そのアメリカ性、時代背景、女性の生き方などについて学修する。

60分

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『若草物語』の歴史的意義・作品解釈を確認す
る。

60分

・アメリカの少年向けの小説の系譜と歴史を考察する。
・具体的にはマーク・トウェインの『トム・ソーヤーの冒険』を取り上げ、そのアメリカ性、時代背景、人種問題等について学
修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『トム・ソーヤーの冒険』の歴史的意義・作品解
釈を確認する。
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60分

第11回

第12回

第13回

・孤児という設定がなぜ児童文学に多いのかを考察し、装置としての「孤児」を考える。
・子ども時代の象徴が「庭」としてあらわされることを学修する。
・具体的にはバーネットの『秘密の花園』を取り上げ、インドとイギリスの関係、他の文学作品との間テクスト性なども含めて
学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『秘密の花園』の歴史的意義・作品解釈を確認す
る。

・ディズニーのキャラクターとして知られている原作について理解を深め、イギリスの子ども部屋文化について修得する。
・具体的にはミルンの『クマのプーさん』を取り上げ、そこからどんなことが読み取れるか、作品分析のやり方を学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『クマのプーさん』の歴史的意義・作品解釈を確
認する。

・映画とは違う原作にしかない意義を読み取り、20世紀初の文化背景を学修する。
・具体的にはトラヴァースの『風に乗ってきたメアリー・ポピンズ』を取り上げ、エブリデイマジックと呼ばれるファンタジー
の形式を学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『風に乗ってきたメアリー・ポピンズ』の歴史的
意義・作品解釈を確認する。

60分

第10回

60分

・児童文学の中でもとりわけ絵本という概念を説明し、絵本の歴史を修得する。
・19世紀の絵本の始まりから、21世紀のポストモダンの絵本までの歴史を概観し、絵とことばのふたつの意味体系から作られる
絵本の解釈法を学修する。

120分

120分

第15回

自宅や図書館にある絵本を改めて見直し、分析法をあてはめて自分で考えてみる。 60分

・到達度確認試験
・ここまでの授業の内容を理解しているかどうかの試験を行う。
・そのさい、今までに取り上げた作品一つを読んできて、その感想も書いてもらう。

前回までに配られたコピーを再読し、ノートを確認しなおし、試験に備える。選んだ作品を読み、考え
をまとめておく。

・試験のフィードバック
・前回の試験の答えを確認し、どの程度できたか、理解していないところはどこであったかについて自覚する。

誤解していたところ、わからなかったところを、各自復習し、理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
・授業は講義方式で行うが、トピックに応じて質疑応答を行う双方向授業も取り入れることから、十分な予習と復習が求められる。
・毎回、レスポンスペーパーを配布し、そこに感想・疑問点・コメント等を書き入れ、出席票がわりとし、また毎回の理解度と授業参加態
度の評価に換える。
・授業の進展状況により、内容を一部変更することもある。

成績評価の方法
毎回のレスポンスペーパーの内容による平常点　２０％
到達度テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０％
テスト中に書いてもらう作品の読み　　　　　　　　　２０％　による総合的な評価を基本としつつ、講義中の質問や、出欠態度を加味し
て評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・児童文学研究の基礎が理解できているか。
・児童文学作品を客観的に分析し、説明できるか。
・文学研究用語を使いこなせるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特には定めないが、英米の歴史を復習しておくこと、問題に対する理解力、思考力を持ち、課題を解決するよう考察するよう求める。

テキスト
特に定めないが授業中コピーを配布する。

参考書
ミネルヴァ書房　日本イギリス児童文学会編『英語圏諸国の児童文学　改訂版Ｉ』

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習、復習について説明する。
・児童文学とは何か、という問題を定義づける。
・英米児童文学史の現在を知る。

[予習]シラバスを読み、あらかじめ講義内容を理解する。
[復習]授業の全体像や、評価基準を確認する。

３０分

３０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・イギリスにおいて大きく発展したファンタジーの代表作を読み、ＷＷＩ大戦後の変化について考察する。
・具体的にはトールキンの『ホビットの冒険』を取り上げ、冒険物語の基本形と、そこから逸脱した部分の意義について学修す
る。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ホビットの冒険』の歴史的意義・作品解釈を確
認する。

６０分

・アメリカの若い女性の大学進出、キャリア物語を読み、その社会文化的背景と、作品の分析を学修する。
・具体的にはウェブスターの『あしながおじさん』『続あしながおじさん』をとりあげ、その内容分析と、作品が社会にもたら
したインパクトについて修得する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『あしながおじさん』『続あしながおじさん』の
歴史的意義・作品解釈を確認する。

６０分

テーマ・概要
　本科目では、英米児童文学の２０世紀から２１世紀への展開を扱う。ジャンルも増え、読者層も広がったこの時代、児童文学がどのよう
な変化を遂げたのか、その背景にはどのような社会文化的背景があったのかを探ることで、現代の若者文化の基礎をも考えることになる。
　このことをふまえつつ、本講義では、一回の授業でおもに一冊の英米児童文学を年代順に取り上げ、その本が果たした役割、その本が生
まれてきた社会背景、影響力などを論じ、マルチメディア化対応の結果にも言及する。興味を持つ受講者には事前にその本を読んで受講し
てもらえればより理解度は深まると思われるが、受講後に読んでもらっても差し支えないよう、論じることにする。

①英米の２０世紀から２１世紀にかけての主要な児童文学のジャンル的、年齢的広がりを学ぶ。
②一回の取り上げる作品を理解し、文学論的にとらえることができるようになる。
③児童文学史を通じ、英米人の草の根的な思想の根幹を知る。
④児童文学を通じて、英米文化の基礎的な知識を身につける。
⑤比較的読解しやすい作品を通じ、作品分析の応用を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

児童文学論Ｂ

川端　有子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415106

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

・イギリスにおいて大きく発展したファンタジーの代表作を読み、ＷＷＩ大戦後の変化について考察する二回目。
・具体的にはＣ．Ｓ．ルイスの『ナルニア国年代記』の中の『ライオンと魔女』を取り上げ、その内容分析と、戦争のおとした
影について考察する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ライオンと魔女』の歴史的意義・作品解釈を確
認する。

６０分

・人形を擬人化した物語を読み、そこに込められた意味を考察する。
・具体的にはゴッデンの『人形の家』を取り上げ、動けない人形の意味するもの、持ち主の子どもたちの成長などについて修得
する。

６０分

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『フランバース屋敷の人々』の歴史的意義・作品
解釈を確認する。

６０分

第9回 ・若者を対象としたＹＡ小説の誕生の意味と、その展開を学修する。
・具体的にはペイトンの『フランバーズ屋敷の人々』を取り上げ、大河ドラマ的なこの物語の意義を学修する。

第7回

第8回

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『人形の家』の歴史的意義・作品解釈を確認す
る。

・昔話に登場するが、現代すっかり魔力を失った小人たちとは何を意味するのか、考える。
・具体的にはノートンの『床下の小人たち』を取り上げ、語りの構造の意味、魔力のない小人の存在、現代的なファンタジーの
意味するところを学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『床下の小人たち』の歴史的意義・作品解釈を確
認する。

６０分

・タイムファンタジーと呼ばれるジャンルについて修得する。
・具体的にはピアスの『トムは真夜中の庭で』を取り上げ、子ども時代としての庭、時間の象徴としての川、など読解の仕方を
修得する。

６０分

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『トムは真夜中の庭で』の歴史的意義・作品解釈
を確認する。

６０分

・昔話的な手法をとった現代短編集の意義を修得する。
・具体的にはファージョンの『ムギと王さま』を取り上げ、童話という手法に込められる可能性について学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ムギと王さま』の歴史的意義・作品解釈を確認
する。
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６０分

第11回

第12回

第13回

・家出物語とは、子どもにとってどういう意味があるのか、現代のアメリカの状況下でユダヤ人作家の作品を取り上げ、その文
化についても考察する。
・具体的にはカニグズバーグの『クローディアの秘密』を取り上げ、枠構造の意味、冒険物語の変形譚としてこの物語の解釈法
を学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『クローディアの秘密』の歴史的意義・作品解釈
を確認する。

・アメリカには遅く表れたファンタジーであるが、その中でもとりわけ人種問題やアイデンティティ、フェミニズムなどの思想
を読み取る。
・具体的にはルグィンの『ゲド戦記シリーズ』をとりあげ、その社会文化的背景や、こめられた象徴的意味について学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ゲド戦記』の歴史的意義・作品解釈を確認す
る。

・今世紀のファンタジーブームのわけを解明し、なぜファンタジーがもてはやされるのかを考える。
・具体的にはローリングの『ハリーポッターシリーズ』をとりあげ、その現代性と伝統性について学修する。

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ハリーポッターシリーズ』の歴史的意義・作品
解釈を確認する。

６０分

第10回

６０分

・今世紀のファンタジーブームのわけを解明し、なぜファンタジーがもてはやされるのかを考える第二回。
・具体的にはプルマンの『ライラの冒険シリーズ』をとりあげ、女の子が主人公のファンタジーの意味、新しい子ども像の誕生
について考察する。

１２０分

１２０分

第15回

配布したコピーを読み直し、改めて時代背景とともに『ライラの冒険シリーズ』の歴史的意義・作品解
釈を確認する。

６０分

・到達度確認試験
・ここまでの授業の内容を理解しているかどうかの試験を行う。
・そのさい、今までに取り上げた作品一つを読んできて、その感想も書いてもらう。

前回までに配られたコピーを再読し、ノートを確認しなおし、試験に備える。選んだ作品を読み、考え
をまとめておく。

・試験のフィードバック
・前回の試験の答えを確認し、どの程度できたか、理解していないところはどこであったかについて自覚する。

誤解していたところ、わからなかったところを、各自復習し、理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
・授業は講義方式で行うが、トピックに応じて質疑応答を行う双方向授業も取り入れることから、十分な予習と復習が求められる。
・毎回、レスポンスペーパーを配布し、そこに感想・疑問点・コメント等を書き入れ、出席票がわりとし、また毎回の理解度と授業参加態
度の評価に換える。
・授業の進展状況により、内容を一部変更することもある。

成績評価の方法
毎回のレスポンスペーパーの内容による平常点　２０％
到達度テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０％
テスト中に書いてもらう作品の読み　　　　　　　　　２０％　による総合的評価を基本としつつ、講義中の質問や、出欠態度を加味して
評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・児童文学研究の応用ができるか。
・児童文学作品を客観的に分析し、説明できるか。
・文学研究用語を使いこなせるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必ずしも児童文学研究Ａをとっていなくても、自習しておいつくようなら学修は可とする。問題に対する理解力、思考力を持ち、課題を考
察するよう求める。

テキスト
特に定めないが授業中コピーを配布する。

参考書
ミネルヴァ書房　日本イギリス児童文学会編『英語圏諸国の児童文学　改訂版Ｉ』

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介
１章　はじめに
２章　英語史の概観

【予習・復習】シラバスを読み、授業の内容を理解する。教科書１、２章を読む。 ２０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３章　印欧祖語
グリムの法則

【予習】該当する教科書３章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

標準英語の発達

【予習】配布された資料を読む。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

テーマ・概要
英語学概論I(前期)「英語の成り立ち」の講義をふまえ，英語という言語がどのようにして発達してきたかをさらに詳しく研究する． どの
言語も時の流れの中で変化するが、英語が被った変化は目覚ましく、他のヨーロッパの言語には見られない方法で、疑問文や否定文、進行
形を作る。語彙の多さも類を見ない。本演習では、印欧祖語から古英語、チョーサーの中英語、ショークスピアの初期近代英語を経て現代
英語へと時代が変遷するにつれて生じた、発音，スペリング，形態，文法，語彙に生じた変化とそのメカニズムについて学ぶ． 
　英語の歴史について学ぶことは現代英語をよりよく理解することにつながるので、選択科目ではあるが英米文学科の学生の多くに履修し
てほしい。

DP６（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
（１）英語の始まりから現代英語までどのような変化があったか概略を理解する。
（２）標準英語がどのように成立したのか理解する。
（３）発音、語彙、形態、文法の変化はそれぞれ英語という言語の内的なメカニズムと文化的な事情により、個別に発達していることを理
解する。
（４）標準英語の発達を理解した上で、現代英語の特質について考察を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語史Ｉ

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415107

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４章　古英語の文献・特殊文字
古英語の写本紹介

【予習】該当する教科書４章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

５章　古英語の豊富な語尾変化（１）

６０分

【予習】該当する教科書９章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

第9回 ９章　ノルマン人が英語に与えた影響ー語彙を中心にー

第7回

第8回

【予習】該当する教科書５章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

５章　古英語の豊富な語尾変化（１）
古英語の定冠詞、代名詞、形容詞の語尾変化

【予習】該当する教科書の５章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

６章　ヴァイキングが英語に与えた影響

６０分

【予習】該当する教科書６章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

７章、８章　古英語の豊富な語尾変化（２）
古英語の動詞の変化と法（仮定法と命令法）

【予習】該当する教科書７、８章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。
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６０分

第11回

第12回

第13回

１０章　多義の回避--語順の変化
１１章　語順の変化と知覚--外置構文の歴史

【予習】該当する教科書１０、１１章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

１２章　分極の仮説--規則と例外
疑問文・否定文のdoの発達

【予習】該当する教科書１２章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

１３章　綴りと発音の不一致
大母音推移

【予習】該当する教科書１３章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

第10回

６０分

１４章　名詞起源の不定詞--不定詞と動名詞

６０分

６０分

第15回

【予習】該当する教科書１４章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる。

６０分

１５章　異分析仮説
語の異分析
主語を伴う不定詞構文

【予習】該当する教科書１５章を読み、練習問題をやっておく。
【復習】配布資料を見直し、課題をやる

様々な英語の変種、国際英語とは？

【予習・復習】配布資料を読む。授業で扱った教科書の章や配布資料を読み直し、課題の答えを確認す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
教科書、配布プリントをもとにした講義と練習問題。補助教材として、DVD教材であるメルヴィン・ブラッグ『英語の冒険』
BBCの『ストーリー　オブ　イングリッシュ』を視聴しながら、楽しく進めたい。

成績評価の方法
　平常点（授業への積極的な取り組みと課題の達成度、リアクションペーパーの提出状況など）（３０％）と学期末試験（７０％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。次の点に着目し，その達成度により評価する。
１）英語の始まりから現代英語までの歴史の概略を説明できる。
（２）標準英語がどのように成立したのか説明できる。
（３）英語の発音、語彙、形態、文法の変化のメカニズムを理解している。
（４）標準英語の発達を理解した上で、現代英語の特質について概要を説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：英語学概論I, II
関連科目：英文法I， II

テキスト
児馬修『ファンダメンタル英語史　改訂版』ひつじ書房、1728円、ISBN 4894768771

参考書
「購入の必要なし」
寺澤盾『英語の歴史』（中公新書）、中央公論社、780円、ISBN 978-4-12-101971-4 
寺澤盾『英単語の世界』（中公新書）、中央公論社、780円、ISBN 978-4-12-102407-7 
堀田隆一『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』中央大学出版部、950円、ISBN 978-4805727041 
堀田隆一『英語の「なぜ？」に答えるはじめての英語史』研究社、2376円、　ISBN 978-4-627-40168-9 
唐澤一友『英語のルーツ』春風社、2000円、ISBN 978-4-86110-283-7
宇賀治正朋『英語史』（現代の英語学シリーズ８），開拓社，3500円，ISBN 4-7589-0218-6．
メルヴィン・ブラッグ『英語の冒険』アーティストハウス，1800円．ISBN 4-04-898174-9.
R. McCrum , W. Cran and R. MacNeil, The Story of English,  BBC Publications, ISBN 0-563-20620-9.
David CrystalThe Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: CUP, ISBN 0-521-40179-8.
David Crystal, Evolving English: One Language, Many Voices, British Library, ISBN 978-0-7123-5098-3.
DVD メルヴィン・ブラッグ『英語の冒険』
DVD　『ストーリー　オブ　イングリッシュ』

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介
古英語文法の基礎

【予習・復習】シラバスを読み、授業の内容を理解する。前期の教科書で古英語のところを復習する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

古英語英雄叙事詩Beowulfの抜粋精読
映画『ベーオウルフ』（ゼメキス監督）視聴

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

古英語散文ロマンス Apolonius of Tyreの抜粋精読

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

テーマ・概要
　「英語学概論I」、「英語史I」で得た古英語から現代英語までの変遷に関する基本的な知識に基づき、古英語時代，中英語時代、初期近
代英語時代、後期近代英語時代を代表する作品から抜粋を少しずつ精読する。単に英語史の概略的な知識を得るだけでは本当の面白さはわ
からない。本当のおもしろさは、実際にさまざまな時代の英文を読むことで体験できるので、是非いろいろな時代の様々な文体の英語を読
むことで英語史の流れを実感してほしい。各作品を読むに際しては、語彙リストを配布したり、背景的な説明を行って、学習の手助けとす
るので、後期からの履修も歓迎する。

DP６（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の２点を到達目標とする。
（１）古英語時代，中英語時代、初期近代英語時代、後期近代英語時代の英語の抜粋の精読を通して、それぞれの時代の英語の変遷を理解
する。
（２）古英語時代，中英語時代、初期近代英語時代、後期近代英語時代の英語の文法構造、語形や語彙の変化、文字の変化を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語史II

田辺　春美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

１４世紀The Canterbury Talesの解説、抜粋精読

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

１４世紀The Canterbury Talesの抜粋精読
Ellesmere 写本を読む

60分

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

第9回 １7世紀欽定訳聖書（創世記）からの抜粋精読と解説

第7回

第8回

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。

１５世紀Paston Letters（Agnes Paston）の解説、抜粋精読

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

１５世紀Paston Letters（Margery Paston)の解説、抜粋精読

60分

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

１６世紀Shakespeareの英語の解説, Romeo and Juliet、抜粋精読
映画『ロミオとジュリエット』（ゼフェレッリ監督）視聴

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。
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60分

第11回

第12回

第13回

１８世紀のジョンソン博士の辞書の抜粋精読と解説

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。

１９世紀のJane Austenの英語の解説、Pride and Prejudice 抜粋精読

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。

１９世紀のJane Austen Pride and Prejudice の抜粋精読
BBCドラマ『高慢と偏見』（ラングドン監督）視聴

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。

60分

第10回

６0分

２０世紀のArthur Conan Doyle  The Adventures of Sherlock Holms の抜粋精読

120分

60分

第15回

【予習・復習】配布資料をよく見て、抜粋を読む。 60分

まとめと到達度確認テスト

【予習・復習】配布資料と授業で取り上げた抜粋を読み直し、到達度確認テストの用意をする。

到達度確認テストの講評

【予習・復習】到達度確認テストでわからなかった問題の正解を調べ、授業を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントをもとにした講義とそれに基づく課題。ビデオ教材『ストーリーオブイングリッシュ(The Story of English)』， 『英語の
冒険(The Adventures of English)』や映像作品の視聴．

成績評価の方法
平常点（授業への積極的な取り組みと課題の達成度、リアクションペーパーの提出状況など）３０％と到達度確認テスト７０％．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。次の点に着目し，その達成度により評価する。
（１）古英語時代，中英語時代、初期近代英語時代、後期近代英語時代の文法構造、語形や語彙の変化、文字の変化など、それぞれの時代
の英語の特徴を説明できる。
（２）現代英語はどのようにしていまの形になったのかを1500年の流れの中で説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：英語学概論I
関連科目：英語史I、英文法I， II

テキスト
特にテキストは使用しない。

参考書
「購入の必要なし」
児馬修『ファンダメンタル英語史 改訂版』ひつじ書房、ISBN 4-938669-74-9、1545円.
寺澤盾『英語の歴史』（中公新書）、中央公論社
家入葉子『ベーシック英語史』ひつじ書房、978-4-89476-349-4.
堀田隆一『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』中央大学出版部.
唐澤一友『英語のルーツ』春風社　978-4-86110-283-7
宇賀治正朋『英語史』（現代の英語学シリーズ８），開拓社，3500円，4-7589-0218-6．
メルヴィン・ブラッグ『英語の冒険』アーティストハウス，1800円．4-04-898174-9.
R. McCrum , W. Cran and R. MacNeil, The Story of English,  BBC Publications, 0-563-20620-9.
David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: CUP, 0-521-40179-8.
David Crystal, Evolving English: One Language, Many Voices, British Library, 978-0-7123-5098-3.
DVD 映画『ベーオウルフ』（ゼメキス監督）
DVD 映画『ロミオとジュリエット』（ゼフェレッリ監督）
DVD BBCドラマ『高慢と偏見』（ラングトン監督）
DVDグラナダTVシリーズ『シャーロック・ホームズの冒険』

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
生成文法理論の基本的な考え方、特に生得仮説(innateness hypothesis)について学ぶ。

生成文法理論の基本的な考え方、特に生得仮説について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

引き続き句構造規則について学び、さらに理解を深める。

引き続き句構造規則について、授業で紹介する資料を参照しつつさらに復習する。 60分

生成文法理論の基本的なしくみ、特に初期の理論における句構造規則(phrase structure rules)について学ぶ。

句構造規則について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

テーマ・概要
ノーム・チョムスキーの提案した生成文法理論に基づいて、英語の多種多様な構文を分析し、従来の学校文法だけからではわからなかっ
た、人間の言語がもつ複雑で興味深い特性、そしてその背後で作用しているさまざまな普遍的原理・人間の言語処理のしくみについて学び
ます。

(1) 英語の各構文を分析してその性質を正確に理解し、自分でも使えるようにする。
(2) それらの構文の背後で作用している普遍的原理・脳の言語処理のしくみについて、深く理解し説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

英文法Ｉ

長谷川　宏

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415109

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

埋め込み文(embedded sentence)の構造について、埋め込みを含む英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

埋め込み文について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

不定詞節(infinitival clause)について、wantやpersuadeのような動詞の後ろに不定詞節がくる構文を分析しつつ、その特性に
ついて考察する。

60分

関係節について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

第9回 引き続きWh移動と呼ばれる現象について学ぶ。Wh移動が作用すると考えられる、関係節(relative clause)について、英語の構文
を分析しつつ、その特性について考察する。

第7回

第8回

不定詞節について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

生成文法理論の中で重要な位置を占める、移動現象のしくみについて学ぶ。特に、名詞句移動(NP-Movement)について取り上げ、
繰り上げ(Raising)と呼ばれる現象について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

名詞句移動と繰り上げについて、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

引き続き名詞句移動(NP-Movement)について取り上げ、受動文（受け身文; passive sentence）と呼ばれる構文について、英語の
構文を分析しつつ、その特性について考察する。

60分

受動文について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

Wh移動と呼ばれる現象について学ぶ。Wh移動が作用すると考えられる、Wh疑問文について、英語の構文を分析しつつ、その特性
について考察する。

Wh疑問文について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。
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60分

第11回

第12回

第13回

不定詞関係節(infinitival relative clause)と呼ばれる構造について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

不定詞関係節について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

言語の持つ回帰性(recursion)について学ぶ。英語の多重埋め込み文などの構造を分析しつつ、その特性について考察する。

言語の回帰性について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

移動に課せられる制約について学ぶ。島の制約 (island constraints)について、移動現象がかかわる英語の構文を分析しつつ、
その特性について考察する

島の制約について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

60分

第10回

60分

引き続き島の制約 (island constraints)について、移動現象がかかわる英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する

60分

60分

第15回

引き続き島の制約について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。 60分

島の制約を説明する下接の条件(subjacency condition)について学ぶ

下接の条件について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

これまでの授業のまとめと、その内容の理解度を問うテストを実施する。

これまでの授業の内容について、授業で紹介する資料を参照しつつ復習する。

第14回
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授業の前後に時間を取りますので、質問がある人は事前に連絡してください。

授業の方法
必要に応じてプリントを配布しながら、講義形式で行います。前の授業で学んだことを前提に次の授業が進んでいくので、授業には毎回出
席するようにしてください。ある程度以上出席していないと成績評価の対象になりません。

成績評価の方法
学期末に履修者数と教室のサイズに応じて「到達度確認テスト」または「学期末試験」を行い評価します。「到達度確認テスト」または
「学期末試験」70%、平常点30%で評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I・II

テキスト
必要に応じてプリントを配布します。

参考書
英語構文事典、中島平三編、大修館書店
増補版　チョムスキー理論辞典、原口庄輔・中村捷・金子義明 編、研究社
授業の際に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

外置(Extraposition)と呼ばれる操作が作用する英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

外置について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

小節(small clause)と呼ばれる構造を含む英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

小節について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

Tough構文と呼ばれる英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

Tough構文について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

テーマ・概要
ノーム・チョムスキーの提案した生成文法理論に基づいて、英語の多種多様な構文をさらに分析し、従来の学校文法だけからではわからな
かった、人間の言語がもつ複雑で興味深い特性、そしてその背後で作用しているさまざまな普遍的原理・人間の言語処理のしくみについ
て、英文法Ｉに引き続きより深く学びます。

(1) 英語の各構文を分析してその性質をより正確に理解し、自分でも使えるようにする。
(2) それらの構文の背後で作用している普遍的原理・脳の言語処理のしくみについて、さらに深く理解し説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

英文法II

長谷川　宏

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415110

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

θ役割(θ-role)と格(Case)について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

θ役割と格について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

Xバー理論(X-bar theory)と呼ばれる理論について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

60分

引き続き二次述語について授業で紹介した資料を参照しつつさらに復習する。 60分

第9回 引き続き二次述語(secondary predicates)を含む英語の構文を分析しつつ、その特性についてさらに考察する

第7回

第8回

Xバー理論について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

動詞句内主語仮説(VP-internal subject hypothesis)について、英語の構文を分析しつつ考察する。

動詞句内主語仮説について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

There構文と呼ばれる英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

60分

There構文について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

二次述語(secondary predicates)と呼ばれる構造を含む英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

二次述語について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。
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60分

第11回

第12回

第13回

分裂文(cleft sentence)および疑似分裂文(pseudo-cleft sentence)について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察
する。

分裂文・疑似分裂文について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

比較(comparative)構文について、英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

比較構文について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

部分比較(subcomparative)構文および句比較(phrasal comparative)構文について、英語の構文を分析しつつ、その特性について
考察する。

部分比較構文・句比較構文について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

60分

第10回

60分

束縛理論(Binding Theory)について、英語の再帰代名詞(reflexive pronoun)を含む英語の構文を分析しつつ、その特性について
考察する。

60分

60分

第15回

束縛理論・再帰代名詞について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。 60分

束縛理論について、英語の代名詞(pronoun)を含む英語の構文を分析しつつ、その特性について考察する。

束縛理論・代名詞について授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

これまでの授業のまとめと、その内容の理解度を問うテストを行う。

これまでの授業の内容について、授業で紹介した資料を参照しつつ復習する。

第14回
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授業の前後に時間を取りますので、質問がある人は事前に連絡してください。

授業の方法
必要に応じてプリントを配布しながら、講義形式で行います。前の授業で学んだことを前提に次の授業が進んでいくので、授業には毎回出
席するようにしてください。

成績評価の方法
学期末にテストを行い評価します。ある程度以上出席していることが成績評価の前提となります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I・II

テキスト
必要に応じてプリントを配布します。

参考書
英語構文事典、中島平三編、大修館書店
増補版　チョムスキー理論辞典、原口庄輔・中村捷・金子義明 編、研究社
授業の際に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
講義：早期英語教育について
ディスカッション

早期英語教育について雑誌、論文などを読んで来る 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヴィゴツキーのZone of Proximal Developmentについて考える（２）『Thought andLanguage』
からの抜粋（2章）

配布された資料を読んで来る。 120

ヴィゴツキーのZone of Proximal Developmentについて考える（１）『Thought andLanguage』
からの抜粋（1章）

配布された資料を読んで来る。 120

テーマ・概要
この授業では、英語教育の分野の中で特に近年話題となっている早期英語教育を話題に取り上げて、早期英語教育はどうあるべきかについ
て理解を深め、学生がこの話題について自分の意見を持てるようになるよう導くことを目指す。早期英語教育を理解するためには、子ども
の発達段階についての理論の理解が必要であるため、この授業では、主な子どもの発達段階についての理論を学び、学んだ理論をどのよう
に応用して効果的な早期英語教育を実施していくべきか自分の考えを構築していく。

DP8を実現するために、以下の5点をこの授業の目標とする。
①児童の認知発達過程について理解する。
②それぞれの理論の相違点と類似点を理解する。
③英語の文献を正確に理解する。
④調べ学習と論文の書き方の違いについて理解する。
⑤論文を書くための参考文献の書き方、発表をするときに使うレジメの書き方を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語教育Ｉ

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415111

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヴィゴツキーのZone of Proximal Developmentについて考える（３）『Thought andLanguage』
からの抜粋（3章）

配布された資料を読んで来る。 120

ヴィゴツキーのZone of Proximal Developmentについて確認する。
振り返り

120

モンテゾリの教育理論とWhole 
Language 理論についての資料を読んで来る。

120

第9回 モンテゾリの教育理論とWhole Language 理論
配布資料を読む。

第7回

第8回

ヴィゴツキーのZone of Proximal Developmentについて復習する。

デューイの「経験を通した教育」について考える（１）『Education Through Experience: A Four Year Experiment in the 
Ethicak Culture School』から抜粋

デューイの「経験を通した教育」を読んで来る。 120

デューイの「経験を通した教育」について考える（２）『Education Through Experience: A Four Year Experiment in the 
Ethicak Culture School』から抜粋

120

デューイの「経験を通した教育」を読んで来る。 120

デューイの「経験を通した教育」について確認する
振り返り

デューイの「経験を通した教育」について復習する。
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120

第11回

第12回

第13回

ピエジェの発達理論について考える（１）
『The Language and Thought of the Child』から抜粋

ピアジェの発達理論について抜粋を読んで来る。

ピエジェの発達理論について確認する
振り返り

ピアジェの発達理論について復習する。

クレーのEmergent Literacyについて考える
『Becoming Literate: The Construction of Inner
 Control』

クレーのEmergent Literacyについて抜粋を読んで来る。

120

第10回

120

クレーのEmergent Literacyについて考える
振り返り

60

180

第15回

クレーのEmergent Literacyについて復習する。 120

期末テスト

期末テストの準備をする。

期末テストの振り返りと総括

期末テストを自分で振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
それぞれの理論の紹介のために講義を行うが、基本的には演習形式とする。英語で書かれたテキストを輪読することによって、それぞれの
児童の発達理論について理解する。それぞれの理論の説明の後、その内容についてどれだけ理解しているかを振り返りによって確認する。
期末テストでは、学んだことを基に構築した自分の考えを論理的に表現することが期待される。

成績評価の方法
平常点（出席、参加度、振り返りなど）50％、期末テスト５０％とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
クラス内で配布予定。

参考書
Clay, Marie.  (2015).  Becoming Literate: The Construction of Inner Control.  Heinemann Education.
Goodlander,Mabel Ray  . (1986).  Education Through Experience: A Four Year Experiment in the Ethical Culture 
     School.  Kessinger Publishing.
Piaget, Jean.  (2001).  The Language and Thought of the Child.  Routledge Taylor and Francis Group.
Vygotsky,L.S.  (著）、Alex Kozulin(編集）.  (1986). Thought and Language. The Massachusetts Institute of 
     Technology.
小野尚美、高梨庸雄。(2014）. 『「英語の読み書き」を見直すReading Recovery Program 研究から日本の早期英語
　　教育への提言』　金星堂。
小野尚美、高梨庸雄。(2017）. 『小学校英語から中学校英語への架け橋　文字教育を取り入れた指導法モデルと教材
　　モデルの開発研究』　朝日出版。
小野尚美、高梨庸雄。（2018）. 『英語教材を活かす－理論から実践へ』朝日出版。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエテーション（講義の内容、内容、講義計画、課題、評価方法、参考図書の紹介）

参考図書として提示のあった文献を入手する。 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

大規模英語テストの分析(1):：目的、構成、内容、形式、設問例

第２回の復習レポート作成
第３回の予習課題

90分

言語能力の測定と評価に関する基本的な概念

第１回の復習レポート作成
第２回の予習課題

90分

テーマ・概要
テーマ：英語力の測定と評価
概要：学習者の英語力をどのように測定し評価をするのか、学習に有益なテストや評価はどのような条件を満たしているか、について考え
る。外国語運用能力の水準として参照されるCEFRについても理解を深める。

1）言語能力の測定と評価 の考え方、具体例、活用方法について理解する。
2）CEFRの理念と概要を理解して、日本における外国語教育での活用について考察する。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語教育II

斉田　智里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415112

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

大規模英語テストの分析(2)：評価方法、採点基準他

第３回の復習レポート作成
第４回の予習課題

90分

大規模英語テストの開発手順

90分

第８回の復習レポート作成
第９回の予習課題

90分

第9回 CEFRの理念と運用(1)：成立の背景と理念

第7回

第8回

第４回の復習レポート作成
第５回の予習課題

大規模英語テストの質の評価

第５回の復習レポート作成
第６回の予習課題

90分

教室内英語テストの考え方と作成方法

90分

第６回の復習レポート作成
第７回の予習課題

90分

教室内テストの分析

第７回の復習レポート作成
第８回の予習課題
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90分

第11回

第12回

第13回

CEFRの理念と運用(2)：目的と内容

第９回の復習レポート作成
第１０回の予習課題

CEFRの理念と運用(3)：最新の参照レベルとディスクリプタ―

第１０回の復習レポート作成
第１１回の予習課題

CEFRの理念と運用(4)：日本の英語教育における活用

第１１回の復習レポート作成
第１２回の予習課題

90分

第10回

90分

CEFRの理念と運用(5)：英語教育カリキュラムの試作

90分

90分

第15回

第１２回の復習レポート作成
第１３回の予習課題

90分

学習者にとって有益な評価を目指して：ディスカッション

第１３回の復習レポート作成
第１４回の予習課題

総括、試験

総括の復習、試験結果の分析

第14回
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授業終了後、教室あるいは講師控室にて受け付ける。

授業の方法
毎回出される課題を予習し、授業内ではグループで発表・議論をし、全体で討議する。大規模英語テストと教室内英語テストの分析を行
う。CEFRの考え方を取り入れた英語教育のカリキュラムを試作する。毎回の授業内容を振り返り復習レポートを作成する。

成績評価の方法
＊出席は必要条件とする。
毎回の課題実施状況、授業における発表及び評価実習への取組、試験の総合評価

成績評価の基準
予習課題実施状況・復習レポート（20%)
発表及び実習（40%)
試験（40％）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「英語科教育法Ⅰ」

テキスト
・　中学校、高等学校学習指導要領　外国語
・　中学校、高等学校学習指導要領解説　外国語活動編・外国語編
・　中学校、高等学校の英語科教科用図書
・　中学校、高等学校評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料

参考書
・　Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices, 2nd edition. NY: 
Pearson Education.
・　「英語教育学大系第１３巻テスティングと評価」石川・西田・斉田他編（大修館書店）
・　Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion 
Volume With New Discriptors. 
・　必要に応じて適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course.

Be prepared to read and discuss the 
textbook's preface and introduction.

60 min.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 1, cont., Explaining First Language 
Acquisition. Human Baby video.

Be prepared to read and discuss 
pages 14-24.

60 min.

Chapter 1, Language Learning in Early 
Childhood: 
First Language Acquisition.

Be prepared to read and discuss 
pages 5-14.

60 min.

テーマ・概要
The themes that will be taken up in this course are first language acquisition, second language acquisition and individual 
learner differences. The emphasis in the first language acquisition part of the course will be on the developmental 
sequences all children go through when acquiring their first language. We then then look at the different theories that have 
been put forth to explain how first language acquisition takes place. Finally, we will briefly look at language disorders 
and  bilingualism. During the second language acquisition phase, we will look at learner characteristics, learning 
conditions, learner language, developmental sequences, the influence of the first language, and the learning of vocabulary, 
pragmatics and pronunciation. In the final portion of this course, we will look at such individual learner differences 
factors as intelligence, aptitude, learning styles, personality, attitudes & motivation and learner beliefs. We will also 
look at the age factor in classroom second language learning.

The goal of this course is to familiarize students with the essential topics related to second language learning and 
teaching. We will cover a great number of topics, but not very deeply. Additional information and ideas beyond those 
provided by the textbook will be referred to from time to time. It is hoped that after completion of this course, students 
willbe motivated to study these subjects more deeply and to become more interested in a career in English language teaching.

到達目標

授業の計画と準備学修

ＴＥＳＬ　Ｉ

ロブソン　ゴードン　レーン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415113

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 1, cont., Interactionist/Developmental 
Perspectives; Language Disorders and Delays & 
Childhood Bilingualism.

Be prepared to read and discuss 
pages 24-34

60 min.

Chapter 2, Second Language Learning: Learner 
Characteristics; Learning Conditions & Studying 
the Language of Second Language Learners.

60  min.

Be prepared to read and discuss 
pages 75-83.

60 min.

第9回 Chapter 3, Individual Differences in Second 
Language Learning: Research on Learner 
Characteristics; Intelligence & Aptitude.

第7回

第8回

Be prepared to read and discuss 
pages 35-41.

Chapter 2, cont., Contrastive Analysis, Error 
Analysis and Interlanguage & Developmental 
Sequences.

Be prepared to read and discuss 
pages 41-51.

60 min.

Chapter 2, cont., Possessive Determiners; Relative Clauses; Reference to Past; Movement 
Through Developmental Sequences & First
Language Influence.
Mid-Term Essay due.

60 min.

Be prepared to read and discuss 
pages 52-60.

60 min.

Chapter 2, cont., Vocabulary; Pragmatics; 
Phonology & Sampling Learners' Language.

Be prepared to read and discuss 
pages 60-74.
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60 min.

第11回

第12回

第13回

Chapter 3, cont., Learning Styles; Personality & 
Attitudes and Motivation

Be prepared to read and discuss 
pages 83-89.

Chapter 3, cont., Identity and Ethnic Group
Affiliation, Learner Beliefs & Individual Differences and Classroom Instruction.

Be prepared to read and discuss 
pages 89-92.

Chapter 3, cont., Age and Second Language 
Learning & The Critical Period.

Be prepared to read and discuss 
pages 92-95.

60 min.

第10回

60 min.

Genie Video.

60 min.

60 min.

第15回

Be prepared to read and discuss 
the handout.

60 min.

Chapter 3, cont., Intuitions of Grammaticality; 
Rate of Learning & Age and Second Language
Instruction.

Be prepared to read and discuss 
pages 95-101.

Review of material covered
Final Essay Due

Be prepared to review the course 
materials.

第14回

- 396 -



Question will be taken before and after class.

授業の方法
This course will be conducted entirely in English. Students will need a high level of English language ability to be able to 
fully benefit from this course. There will be a great deal of reading work supplemented with videos and handouts.
Students will be expected to actively participate during class time. Students will also produce two, five page summaries and 
reaction papers.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 1) classroom participation 30% 2) reports 70%. The reports are five 
pages in length on A4 sized paper and double spaced. Three pages are a summery of some section of the textbook with a two 
page reaction section.

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
How Languages are Learned, Fourth Edition, Patsy M. Lightbown & Nina Spada, Oxford University Press, ISBN: 978 0 19 454126 8

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Chapter 4, Explaining Second Language 
Learning: The Behaviourist Perspective & The 
Innatist Perspective.

Be prepared to read and discuss 
pages 103-108.

60 min.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Chapter 4, cont., The Sociocultural Perspective.

Be prepared to read and discuss 
pages 118-122.

60 min.

Chapter 4, cont., The Cognitive Perspective; 
Language and the Brain & Second Language 
Applications: Interacting; Noticing; Processing &
Practicing.

Be prepared to read and discuss 
pages 108-118.

60 min.

テーマ・概要
The themes that will be taken up in this course include explaining second language learning, observing learning and 
teaching in the second language classroom and second language learning in the classroom. The section on 
explaining second language learning will look at the behaviourist perspective, the innatist perspective and the 
cognitive perspective. We will also examine the sociocultural perspective. During the observing learning and teaching in the 
second language classroom portion of this course, we will look at natural and instructional settings, observation schemes 
and ethnography. Finally, in the section dealing with second language classroom learning, we will 
concentrate on teaching proposals.

The goal of this course is to familiarize students with the essential topics related to second language learning and 
teaching. We will cover a great number of topics, but not very deeply. Additional information and ideas beyond those 
provided by the textbook will be referred to from time to time. It is hoped that after completion of this course, students 
will be motivated to study these subjects more deeply and to become more interested in a career in English language teaching

到達目標

授業の計画と準備学修

ＴＥＳＬ　II

ロブソン　ゴードン　レーン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415114

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Chapter 5, Observing Learning and Teaching in 
the Second Language Classroom: Natural
Instructional Settings & In Structure-Based 
Instructional Settings.

Be prepared to read and discuss 
pages 123-127.

60 min.

Chapter 5, cont., In Communicative Instructional 
Settings & Observation Schemes.

60 min.

Be prepared to read and discuss 
pages 153-159.

60 min.

第9回 Chapter 6, Second Language Learning in the 
Classroom: Proposals for Teaching; 1 Get it 
Right from the Beginning.

第7回

第8回

Be prepared to read and discuss 
pages 127-133.

Chapter 5, cont., Characteristic of Input and 
Interaction & Classroom Comparisons.

Be prepared to read and discuss 
pages 133-139.

60 min.

Chapter 5, cont., Corrective Feedback in the 
Classroom.
Mid-Term Essay due.

60 min.

Be prepared to read and discuss 
pages 139-145.

60 min.

Chapter 5, cont., Questions in the Classroom & 
Ethnography.

Be prepared to read and discuss 
pages 145-152.
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60 min.

第11回

第12回

第13回

Chapter 6, cont., 2 Just Listen... and Read.

Be prepared to read and discuss 
pages 159-165.

Chapter 6, cont., 3 Let's Talk.

Be prepared to read and discuss 
pages 165-171.

Chapter 6, cont., 4 Get Two for One.

Be prepared to read and discuss 
pages 171-177.

60 min.

第10回

60 min.

Chapter 6, cont.,5 Teach What is Teachable.

60 min.

60 min.

第15回

Be prepared to read and discuss 
pages 177-182.

60 min.

Chapter 6, cont., 6 Get it Right in the End.

Be prepared to read and discuss 
pages 182-199.

Review of materials covered.
Final essay due.

Be prepared to review the course 
materials.

第14回
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Questions are accepted immediately before and after class.

授業の方法
This course will be conducted entirely in English. Students will need a high level of English language ability to be able to 
fully benefit from this course. There will be a great deal of reading work supplemented with videos and handouts.
Students will be expected to actively participate during class time. Students will also produce two, five page 
summaries and reaction papers.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 1) classroom participation 30% 2) reports 70%. The reports are five 
pages in length on A4 sized paper and double spaced. Three pages are a summery of some section of the textbook with a two 
page reaction section.

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
How Languages are Learned, Fourth Edition, Patsy M. Lightbown & Nina Spada, Oxford University Press, ISBN: 978 0 19 454126 8

参考書
Relevant resources or books will be introduced as needed.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
Overview of course
Standard English(es)
Speech organs
- 竹林・斎藤 I, II

Readings: 竹林・斎藤 I, II 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Vowels II
- 竹林・斎藤 III

Readings: 竹林・斎藤 III
Homework

90

Vowels I
- 竹林・斎藤 III

Readings: 竹林・斎藤 III
Homework

90

テーマ・概要
この授業では、主に調音音声学に基づいて英語音声の記述及び発音の仕組みを学ぶ。分節音、音の連続、プロソディーを扱う。発音記号の
使い方、発音方法、英語の音声文法を扱い、必要に応じて日本語との比較も行う。英語音の音響特性についても触れる。

DP１（教養の修得）、DP２（課題の発見と解決）、DP５（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および
多面的な分析能力）の実現のため、この授業では以下のことを目標とする。

　- 英語の音声の調音、音響特性を理解する。
　- 英語と日本語の音声、音素目録の違いを理解する。
　- 発音記号の概念を理解し、記号を使った表記ができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語音声学Ｉ

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415115

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Quiz 1
Vowels III
- 竹林・斎藤 III

Readings: 竹林・斎藤 III
Preparation for quiz
Homework

120

Consonants I
- 竹林・斎藤 IV

90

Readings: 竹林・斎藤 VI
Homework

90

第9回 Stress and rhythm I
- 竹林・斎藤 VI

第7回

第8回

Readings: 竹林・斎藤 IV
Homework

Consonants II
- 竹林・斎藤 IV

Readings: 竹林・斎藤 IV
Homework

90

Quiz 2
The syllable
Clusters
- 竹林・斎藤 V

90

Readings: 竹林・斎藤 V
Preparation for quiz
Homework

120

Deletion, assimilation
- 竹林・斎藤 V

Readings: 竹林・斎藤 V
Homework
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120

第11回

第12回

第13回

Stress and rhythm II
- 竹林・斎藤 VI

Readings: 竹林・斎藤 VI
Homework

Quiz 3
Intonation I
- 竹林・斎藤 VII

Readings: 竹林・斎藤 VII
Preparation for quiz
Homework

Intonation II
Acoustics of intonation
- 竹林・斎藤 VII

Readings: 竹林・斎藤 VII
Homework

90

第10回

90

Dialects of English

90

120

第15回

Homework 90

Quiz 4
Acoustic phonetics I

Preparation for quiz
Homework

Acoustic phonetics II
Review of course

Homework

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は主に講義と練習問題を解くことから構成される。練習問題はみなで議論しながら行う。小テストにて到達度を確認する。

成績評価の方法
- Homework assignments: 50%
- Quizzes: 50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I、英語学概論 II

テキスト
竹林　滋、斎藤　弘子（2008）『新装版　英語音声学入門』東京：大修館書店（ISBN: 9784469245301）

参考書
Carr, Philip. (2013). English Phonetics and Phonology: An Introduction. (2nd ed.). Malden, MA; Oxford: Wiley-Blackwell.
Johnson, Keith. (2011). Acoustic and Auditory Phonetics. (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
Ladefoged, Peter and Keith Johnson. (2015). A Course in Phonetics. (7th ed.). Wadsworth Publishing.
Odden, David. (2013). Introducing Phonology. (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press.
Rogers, Henry. (2000). The Sounds of Language. Harlow: Pearson Education Limited.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction
Overview of course
Speech organs
Consonants I
- Carr Chapters 1, 2

Readings: Carr Chapters. 1 & 2 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Quiz 1
Vowels I
- Carr Ch. 3

Readings: Carr Ch. 3
Homework
Preparation for quiz

120

Consonants II
- Carr Ch. 2

Readings: Carr Ch. 2
Homework

90

テーマ・概要
この授業では、英語の音声データを分析して、その音韻的パターンを学ぶ。調音音声学を復習することから始め、音声に関するルールを記
述する。必要に応じて日本語との比較も行いながら、言語学的、特に音声学および音韻論的観点から音声を記述する。

DP１（教養の修得）、DP２（課題の発見と解決）、DP５（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および
多面的な分析能力） の実現のため、この授業では以下のことを目標とする。

　- 英語の音声の仕組みを理解する。
　- 英語の音韻構造を理解する。
　- 発音記号を使えるようになる。
　- 言語データの分析方法を身につける。
　- 音声データの理論的分析方法を理解する。
　- 分析結果を論理的に他者に伝える方法を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語音声学II

平山　真奈美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415116

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Vowels II
- Carr Ch. 4

Readings: Carr Ch. 4
Homework

90

Phonemes
- Carr Ch. 5, 6

90

Readings: Carr Ch. 10
Homework
Preparation for quiz

120

第9回 Quiz 3
Intonation
- Carr Ch. 10

第7回

第8回

Readings: Carr Chapters 5 & 6
Homework

Quiz 2
The syllable
- Carr Ch. 7

Readings: Carr Ch. 7
Homework
Preparation for quiz

120

Stress and accent
- Carr Ch. 8

90

Readings: Carr Ch. 8
Homework

90

Rhythm
- Carr Ch. 9

Readings: Carr Ch. 9
Homework
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90

第11回

第12回

第13回

Loanword phonology

Readings: TBA
Homework

Goals of phonological theory, Phonemes and allophones,  Phonological rules, Representations

Readings: TBA
Homework

Distinctive features

Readings: TBA
Homework

90

第10回

90

Common phonological processes, Rule ordering

90

120

第15回

Readings: TBA
Homework

90

Quiz 4
Feature geometry

Readings: TBA
Homework
Preparation for quiz

Optimality Theory
Review of course

Readings: TBA
Homework

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は主に講義と練習問題を解くことから構成される。練習問題はみなで議論しながら行う。小テストにて到達度を確認する。

成績評価の方法
- Homework assignments: 50%
- Quizzes: 50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語学概論 I、英語学概論 II、英語音声学 I

テキスト
Carr, Philip. (2013). English Phonetics and Phonology: An Introduction. (2nd ed.). Malden, MA; Oxford: Wiley-Blackwell.

参考書
- Gussenhoven, Carlos and Haike Jacobs. (2017). Understanding Phonology (4th ed.). Routledge.
- Ladefoged, Peter and Keith Johnson. (2015). A Course in Phonetics. (7th ed.). Wadsworth Publishing.
- Odden, David. (2013). Introducing Phonology. (2nd ed.) Cambridge University Press.
- Rogers, Henry. (2000). The Sounds of Language. Pearson Education Limited.
- 菅原真理子（編）(2014) 『音韻論』朝倉書店.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

シラバス説明、自己紹介、自己紹介シート記入
ドキュメンタリー視聴

シラバスをよく読む。教科書を購入し、予習をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

News Story 3 続き
テレビニュース英語の特徴

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。 60

News Story 3: 宝くじで大当たり

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。 60

テーマ・概要
アメリカABC放送の番組、World News Tonight で実際に放送されたニュースを教材とし、テレビニュース英語について学びます。具体的に
は、よく使われる略語やニュース英語の特徴などを学ぶことで理解を深めます。また、ニュースの背後にあるアメリカの社会問題について
も講義や視聴覚教材などを通して学びます。

●ニュース英語の特徴を理解する。
●様々な略語を把握する。
●ニュースを正確に聴き取る力を伸ばす。
●英文を正確に読み、説明する力を身に付ける。
●ニュースの社会的背景を理解する。
上記5点を到達目標とし、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）及びDP5（表現力、発信力）の実現を目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア英語Ａ

小林　美文

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415117

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

News Story 15: フェイスブックから個人情報が大量流出

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。 60

News Story 15 続き
ニュースに現れた略語
レポート課題について説明

60

中間テストの復習をする。 60

第9回 中間テスト

第7回

第8回

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。

News Story 7: 息子が作った父の新しい腕

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。レポート課題の準備を始める。 60

News Story 7 続き
News Story 13: メキシコの麻薬製造現場からレポート

120

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。 60

News Story 13 続き

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。
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60

第11回

第12回

第13回

News Story 4: 迷惑電話を撃退する方法

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。

News Story 4 続き
News Story 12: キング牧師、没後50年

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。

News Story 12 続き

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。

60

第10回

60

News Story 8: トランプ大統領、銃規制へ

60

120

第15回

オンライン映像を視聴し予習、復習をする。 60

News Story 8　続き

期末テストに向け、試験範囲を復習する。

期末テスト

期末テストの復習をする

第14回
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初回の授業で説明します。

授業の方法
授業は、グループ活動（少人数のチームに分かれてニュース本文の意味を把握する）、講義、教材の視聴などの形式で行います。

成績評価の方法
テスト（2回実施）50%
レポート （1回）　20%
その他（授業への積極的参加、アクティビティシートなど）30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
Broadcast: ABC World News Tonight 映像で学ぶABCワールドニュース
山根繁・Kathleen Yamane  編著、金星堂
978-4-7647-4073-0

参考書
授業で紹介する予定です。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

言語と世界観と（社会）言語学
様々な英語ニュース媒体

復習をし、与えられた課題をやっておく 60 min.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

英語のニュースヘッドラインの読み方

復習をし、与えられた課題をやっておく 90 min.

ニュース報道の言語的分析の例

復習をし、与えられた課題をやっておく 90 min.

テーマ・概要
マスメディアにおいて、ある一つの出来事がどのように描かれるのか。それは、誰が、誰に向けて書いているのか、どのような媒体なの
か、どのような目的があってなのか、などの様々な要因によって変わってくる。この授業では、英語での新聞やテレビ局の報道を主に取り
上げ、書き手によってどのようなディスコースが作り上げられているのか、語彙の選択や文構造といった言語の面から分析する方法を学
ぶ。

DP2に沿った以下の到達目標を掲げる。
1. 英語のメディアの中で、ある出来事に特定の意味づけをするディスコースを作り上げるために使われている語彙や文構造を指摘し、専
門用語を用いて説明できる。
2. また、なぜそのような語彙や文構造を書き手が選んだと考えられるのかを説明できる。
3. １と2を口頭で、また、タームーペーパーの中で、聞き手・読み手に説得力のある議論として提示できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア英語Ｂ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415118

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

英語のニュースヘッドラインからできる分析

復習をし、与えられた課題をやっておく 60 min.

言語とジェンダーとメディア　１
講義を中心に

60 min.

復習をし、与えられた課題をやっておく 90 min.

第9回 言語と戦争とテロ　２
演習を中心に

第7回

第8回

復習をし、与えられた課題をやっておく

言語とジェンダーとメディア　2
演習を中心に

復習をし、与えられた課題をやっておく 60 min.

言語とジェンダーとメディア　3
ニュース以外でのメディア

60 min.

復習をし、与えられた課題をやっておく 60 min.

言語と戦争とテロ　1
演習を中心に

復習をし、与えられた課題をやっておく
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60 min.

第11回

第12回

第13回

文構造と意味

復習をし、与えられた課題をやっておく

これまでの復習

メディア・ディスコース分析 1

復習をし、与えられた課題をやっておく

メディア・ディスコース分析 2

復習をし、与えられた課題をやっておく

60 min.

第10回

60 min.

メディア・ディスコース分析　3

90 min.

90 min.

第15回

復習をし、与えられた課題をやっておく 90 min.

プレゼンテーション　1

復習をし、与えられた課題をやっておく

プレゼンテーション　2

復習をし、与えられた課題をやっておく

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
リサーチやディスカッションが毎回授業内であります。
ディスカッションの一部はその前の週に出された課題を元にしたものなるため、欠席した人は必ず課題を確認してから次週の授業に臨むこ
と。
課題は毎週与えられ、それをやってくることを前提に授業が進められます。
教科書の代わりに配布される配布物のほとんどは英語のものであり、また、英語のニュースその他を毎週1時間から２時間目を通してくる
ことになります。

成績評価の方法
In-class contribution: 30%
Weekly assignments: 20%
Presentations: 20%
Term paper: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
適宜印刷物が配布されます。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の概要

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映像：ブルック監督『蠅の王』ビデオ鑑賞

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

ピーター・ブルックの活動の紹介——『なにもない空間』の「退廃演劇」「神聖演劇」「野生演劇」「直接演劇」

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

テーマ・概要
２０世紀のイギリス演劇を語るにはブレヒトとアルトーに触れないわけにはいかない。そこで演出家ピーター・ブルックの演劇論『なにも
ない空間』を紹介しつつ、ブレヒトとアルトーの演劇思想がいかに現代演劇を形成してきたかをまず概観したい。そのうえで戦後のイギリ
ス演劇の展開を５０年代、６０年代のいわゆる「怒れる若者たち」であるオズボーンやディレイニーから初めて、野生演劇としてのウェス
カーの社会主義演劇や神聖演劇としてのシェファーやベケットの不条理演劇を紹介する。そして野生演劇と神聖演劇の統合（？）としてピ
ンターの不条理劇を解説する。また、日本の戦後のアングラから始まって平田オリザに至る流れも参照する。

イギリスの現代演劇の流れを把握し、そのことで日本の現代演劇を含めた近代の演劇についての鑑賞能力と批評する力を養う。あわせて第
二次世界大戦後のイギリスの社会の知見を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＡＩ

大熊　昭信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４　映像『蠅の王』分析

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

５　ジョン・オズボーン『怒りを込めて振り返れ』ビデオ観賞と分析

９０分

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

第9回 ９　ピーター・シェファー紹介

第7回

第8回

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

６　『怒りを込めて振り返れ』テキストとビデオの解説

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

７　アーノルド・ウェスカーと三部作、シーラ・ディレイニー『蜜の味』の紹介

９０分

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

８　シーラ・ディレイニー『蜜の味』ビデオ観賞と分析

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。
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９０分

第11回

第12回

第13回

『アマデウス』テキスト紹介ビデオ観賞と分析

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

１１　サムエル・ベケット紹介

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

１２　『ゴドーを待ちながら』ビデオ観賞と分析

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

第10回

９０分

１３　ハロルド・ピンター紹介

６０分

９０分

第15回

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

９０分

１４　『バースディ・パーティ』ビデオ観賞と分析

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

まとめ

予習は、成蹊ポータルで配信された授業概要を通読しておくこと。復習は、その概要に基づいて授業で
講義した内容のメモを通読して、理解を定着させること。また、興味があれば、紹介された参考書を読
むこと。

第14回
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授業終了後

授業の方法
講義とビデオ鑑賞を中心に、質疑応答で授業を進行させる。授業前にはポータルサイトにアップしてある授業資料をダウンロードして目を
とおしておくこと。

成績評価の方法
授業中の態度と発言内容（４０パーセント）と学期末の授業内試験の成績（６０パーセント）で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にないが、これまでの自分の観劇経験を想起して感想をまとめておくこと。

テキスト
特にない。

参考書
授業中や授業資料で指定する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方を説明する。
シェイクスピアについて、その概略を説明する。

（予習）　シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。
（復習）　授業の全体像や進め方、評価基準などについて確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

シェイクスピアの生涯と時代背景

（予習）　エリザベス朝について調べておき、重要な用語は説明できるようにすること。 60

劇場の演劇と伝統

（復習）　講義内容を十分に理解し重要な用語は説明できるようにすること。 60

テーマ・概要
本講義は、シェイクスピアに関する基本的知識を習得し、その代表的作品に触れることによって、シェイクスピアの世界を全体的に把握す
ることを目的にする。劇作家の生涯、時代背景、劇場や演劇的伝統、文学史における位置づけなど、背景的な知識を得ることから始める。
またシェイクスピアの主要な作品をとりあげて解説し、映像化されているものはできるだけそれを活用しながら、鑑賞と解釈のポイントを
紹介する。

DP7を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①シェイクスピアに関する基礎的な知識を修得する。
②イギリス文学史全体の流れの中にシェイクスピアを位置づけ、その特質や意義を説明できる。
③シェイクスピア作品の特質を理解し、自分の考えを述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＡII

下村　美佳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

シェイクスピアの歴史劇

（予習）　シェイクスピアの歴史劇について調べておき、重要な用語は説明できるようにすること。 60

『リチャード三世』

60

（予習）　シェイクスピアの初期作品のひとつを読んでおくこと。 60

第9回 シェイクスピアの初期喜劇

第7回

第8回

（予習）　作品を読んで考えをまとめておくこと。

シェイクスピアの初期作品

（予習）　シェイクスピアの初期作品について調べておき、重要な用語は説明できるようにすること。 60

『ロミオとジュリエット』

60

（予習）　作品を読んで考えをまとめておくこと。 60

中間試験

（予習）これまでの学習内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

『夏の夜の夢』

（予習）　作品を読んで考えをまとめておくこと。

シェイクスピアの四大悲劇

（予習）　シェイクスピアの四大悲劇について調べておき、重要な用語は説明できるようにすること。

『ハムレット』

（予習）　作品を読んで考えをまとめておくこと。

60

第10回

60

『ハムレット』

60

120

第15回

（予習）　作品を読んで考えをまとめておくこと。 60

到達度確認テスト
これまでの学習内容について、理解度を確認するためのテスト

（予習)　到達度確認テストに備え、これまでの学習内容を確認する。

到達度確認テストの解説
授業のまとめ

(復習）　この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度を確認し、不足している知識を復習するこ
と。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式で行う。各作品の学習後、小レポートを授業内で提出してもらう。

成績評価の方法
到達度確認テスト（５０％）、中間試験（３０％）、小レポート（２０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①シェイクスピアに関する基礎的な知識を身につけている。
②イギリス文学史の流れのなかにシェイクスピアを位置づけ、その特質や意義を説明できる。
③シェイクスピア作品の特質や意義を理解し、さらに自分の意見を述べることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
必要に応じてプリントを配布する。

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：20世紀前半のイギリス文学・文化とは？

あらかじめシラバスを読み、講義内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

モダニズム文学の特徴（２）：第一次世界大戦、コスモポリタリズム

講義内容を確認する。 60

モダニズム文学の特徴（１）：過去との決別、反ヴィクトリア朝主義

講義内容を確認する。 60

テーマ・概要
本授業では、1900年から第二次世界大戦終焉までの英文学および文化（詩、演劇、小説、映画など）について概説する。従来のイギリス文
学史では20世紀前半の英文学を「エドワード王朝の文学」「モダニズムの文学」「30年代左翼系文学」「第二次世界大戦の文学」「戦後文
学」として時代を区切って説明することが多かったが、本授業では、こうした従来の説明に加えて、社会的事象に目配りをするとともに、
時代の心象風景としてのフロイトの精神分析、アインシュタインの相対性理論、第一波フェミニズム運動、大恐慌、フェミニズムへのバッ
クラッシュ、ナチズムへの反発や反宥和政策などの政治、戦後の復興といった社会との関わりも考察し、説明を試みたい。

20世紀前半のイギリス文学・文化についての基本的な知識を習得することを目標とする。英米文化学科のDiploma Policyでいうと、【文化
現象の総合的理解】（DP6）と【問題発見能力および多面的な分析能力】（DP7）を身につけることを到達目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＢＩ

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

現代詩（１）：エリオット、イエイツ、パウンド

講義内容を確認する。 60

現代詩（２）：戦争詩人（ブルックス、オーエン、サスーン、女性詩人）

60

講義内容を確認する。 60

第9回 現代小説（２）：原理と方法（フォスター、ウルフ）

第7回

第8回

講義内容を確認する。

現代劇（１）：前史、問題劇、議論劇

講義内容を確認する。 60

現代劇（２）：ショウ、モーム、カワード

60

講義内容を確認する。 60

現代小説（１）：精神風土

講義内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

現代小説（３）：社会を記述する小説（ロレンス、フォスター）

講義内容を確認する。

現代小説（４）：イングランドの現状、産業、市民生活を記述する小説（ロレンス）

講義内容を確認する。

現代小説（５）：教養・教育小説、心理小説（リチャードソン、モーム）

講義内容を確認する。

60

第10回

60

現代小説（６）：盛期モダニズム、記憶、意識の流れ（１）

60

60

第15回

講義内容を確認する。 60

現代小説（７）：盛期モダニズム、記憶、意識の流れ（２）

講義内容を確認する。

総括（授業内試験）

これまでの講義内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には講義形式をとるが、レスポンスシートなどを活用して、可能な限り受講者との双方向性を高めるように工夫する。また必要に応
じて、DVDなどの視聴覚教材も使用する。

成績評価の方法
授業内試験（８０％）、授業への貢献度（２０％）を基本にして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校で学んだ世界史のレベルでよいので、２０世紀現代史の基本的知識があることが望ましい。

テキスト
随時配布物を教員が準備する。

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：２０世紀後半のイギリスとは？

シラバスを読み、あらかじめ講義内容を確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第二次世界大戦を描いた作品、１９４０年代の作品（２）：詩、演劇（ラティガン、フライ、W.H.オーデン、D.トマス）

講義内容を確認する。 60

第二次世界大戦を描いた作品、１９４０年代の作品（１）：小説（ボウエン、ダール、クリスティ）

講義内容を確認する。 60

テーマ・概要
　本授業では、第二次世界大戦終焉から２０００年代までの英文学および文化（詩、演劇、小説、映画など）について概説する。戦後の福
祉国家への歩み、５０年代の「怒れる若者たち」、６０年代の左翼系運動、７０年代の植民地独立の時代、８０年代のサッチャリズム、９
０年代の多文化主義など、時代風土のなかに文学・文化作品を位置づけようとするものである。

　20世紀後半のイギリス文学・文化についての基本的な知識を習得することを目標とする。英米文化学科のDiploma 
Policyでいうと、【文化現象の総合的理解】（DP6）と【問題発見能力および多面的な分析能力】（DP7）を身につけることを到達目標とす
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＢII

小林　英里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

１９５０年代の作品（１）：詩、小説（ラーキン、ウォー、グリーン、ゴールディング、「怒れる若者たち」）

講義内容を確認する。 60

１９５０年代の作品（２）：演劇、児童文学（Ｃ．Ｓ．ルイス、トールキン、ベケット、オズボーン）

60

講義内容を確認する。 60

第9回 １９７０年代の作品：詩、小説、演劇（ヒーニー、Ｒ．Ｓ．トマス、ストパード）

第7回

第8回

講義内容を確認する。

１９６０年代の作品（１）：詩、小説（ヒューズ、ハリソン、ファウルズ）

講義内容を確認する。 60

１９６０年代の作品（２）：小説（レッシング、リース）

60

講義内容を確認する。 60

１９６０年代の作品（３）：演劇（ピンター、オートン、ボンド）

講義内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

１９８０年代の作品（１）：詩、演劇（Ｃ．チャーチル）

講義内容を確認する。

１９８０年代の作品（２）：小説（マードック、スパーク、オブライエン）

講義内容を確認する。

１９９０年代の作品（１）：小説（ゴーディマー、ナイポール、ラシュディ、イシグロ、ブラッドベリー、ロッジ）

講義内容を確認する。

60

第10回

60

１９９０年代の作品（２）：演劇、詩（エイクボーン、ポッター、ブッフィーニ）

60

60

第15回

講義内容を確認する。 60

２０００年以降の作品：　詩、演劇、小説（バーンズ、マキュイーワン、アクロイド、ウォルターズなどのネオ・ヴィクトリア
ン小説、フィリップス）

講義内容を確認する。

総括（授業内試験）

これまでの講義内容を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には講義形式をとるが、レスポンスシートなどを活用して、可能な限り受講者との双方向性を高めるように工夫する。また必要に応
じて、DVDなどの視聴覚教材も使用する。

成績評価の方法
授業内試験（８０％）、授業への貢献度（２０％）を基本にして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校で学んだ世界史のレベルでよいので、２０世紀現代史の基本的知識があることが望ましい。

テキスト
随時配布物を教員が準備する。

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 433 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の内容、進め方、等について

予習　シラバスを確認し、理解に努める。わからないキーワード等はあらかじめ自分なりに調べてお
く。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テクストの基本構造、主人公

予習　テクストのプロットについて調べておく。 60

Of Human Bondageの原作英語テクストについて、映画化され日本語訳も出版されて流通・消費されているサブテクストととも
に、理解する

予習　原作者、テクスト、サブテクストについて、調べておく。 60

テーマ・概要
　この授業では、イギリスの教養小説の歴史・系譜において微妙かつ特異な位置を占めるサマセット・モームの小説テクストOf Human 
Bondage(1915)およびその翻訳・翻案、映画化されたテクストを取り上げ、大英帝国の旧植民地やアメリカ合衆国、さらには、第2次大戦開
戦後の日本における受容の問題を考察しながら、モームとそのテクストが占める位置と意味を解釈する。
　具体的には、主人公の医学生フィリップ・ケアリ、プロット、テーマからなるテクストの基本構造を確認するとともに、旧来の教養小説
の歴史における位置づけを、まずは、取り上げる。そのうえで、Of Human Bondageの微妙かつ特異な意味を解釈し、また、カフェの女給ミ
ルドレッド、すなわち、20世紀の働くモダンな少女の21世紀現在における価値について考察する。最終的には、授業のテーマ・概観のまと
めとして、アカデミック・ライティングの形式にのっとった文学研究のレポートを作成することをめざします。

　イギリス教養小説の基本的理解と歴史・系譜についての従来の古典的な解釈図式を、まずは、理解したうえで、Of Human Bondageの特異
な意味を、大英帝国のナショナルなコンテクストだけでなく、グローバルかつローカルにも、歴史的理解をするスキルを身につけることが
できる。さらに、20世紀に登場した働く少女の表象・イメージを手掛かりに、21世紀の現在における少女たちあるいは働く女性のイメージ
について、グローバルな資本主義世界との関係において、基本的な理解ができる。

　そのうえで、授業で取り上げた具体的なテクストならびにそのサブテクストを分析・解釈し、アカデミック・ライティングの形式にのっ
とったレポートを作成することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＣＩ

大田　信良

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テクストの基本構造、プロット

予習　テクストのテーマについて調べておく。 60

テクストの基本構造、テーマ

60

予習　ここまでの授業の内容をまとめておく。 60

第9回 中間レヴュー１

第7回

第8回

復習　ここまでの授業を自分なりにまとめ、中間レポートの準備①をする。

テクストの基本構造、エンディング

予習　イギリス教養小説について、基本的な文学史の知識と代表的な作品の内容について調べておく。 60

イギリス教養小説における芸術家と市民の差異とはなにか

60

予習　20世紀初めのイギリス教養小説において描かれた芸術家と市民のイメージについて調べておく。 60

Of Human Bondageのサブテクストを読む

予習　20世紀初めのイギリス教養小説において描かれたさまざまな市民のイメージについて調べてお
く。
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60

第11回

第12回

第13回

20世紀モダニズム小説以降における、働く少女・「女子」のさまざまなの表象を、サブテクストとして読む①

予習　20世紀モダニズム小説について、基本的な知識と作品の内容について調べ、そこに描かれた働く
少女・「女子」のさまざまなの表象を調べておく。

20世紀モダニズム小説以降における、少女・「女子」のさまざまなの表象を、サブテクストとして読む②

復習　20世紀モダニズム小説以降のテクストが描いた少女・「女子」のさまざまなの表象についてまと
めておく。

文学・文化テクストとしてのOf Human Bondageがもつ、社会的意味とは、なんだったのか

予習　21世紀現在のグローバルな資本主義世界の空間において文化生産された教養小説がもつ、社会的
意味について、自分なりに調べ解釈する。

60

第10回

60

ユートピア文学と社会主義の系譜、または、教養小説における「紳士」の「芸術家」vs「市民」への分裂の歴史的過程におい
て、グローバルに移動する少女・「女子」の意味を再解釈する

120

60

第15回

予習　ユートピア文学と社会主義の系譜、または、教養小説における「紳士」の「芸術家」vs「市民」
への分裂の歴史について調べておく

60

中間レヴュー２

予習　21世紀の現在のグローバルな資本主義世界において、グローバルに移動したり、あるいは、「居
場所」を求める少女・「女子」のイメージがもつ意味を、それぞれ、調べておく。

授業のまとめ。

予習・復習　これまでの授業全体を自分なりに復習し、まとめとしてのレポートの準備をする。

第14回
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授業中、あるいは、終了後に、教室で受け付ける。

授業の方法
　講義を中心に、ディスカッション、中間・期末レポート提出を実施する。テクストの構造的な読みあるいはそれに必要な精読を踏まえ
て、さまざまなメディアのテクストを、縦横無尽に駆け巡ります。
　また、テクストだけでなく、関連するほかの作品について配布プリント、さらにＤＶＤの映像テクストも使います。

成績評価の方法
　1・2回の中間レポート（20%程度）、期末レポート（80%程度）を基本としつつ、授業中の発言・質問・ディスカッションなどの積極的な
参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・　イギリス教養小説の基本的理解と歴史・系譜についての従来の古典的な解釈図式を理解できたか。
・　Of Human Bondageの特異な意味を、大英帝国のナショナルなコンテクストだけでなく、グローバルかつローカルにも、歴史的に理解を
するスキルを身につけることができたか。
・　20世紀に登場した働く少女の表象・イメージを手掛かりに、21世紀の現在における少女たちあるいは働く女性のイメージについて、グ
ローバルな資本主義世界との関係において、基本的な理解ができたか。
・　授業で取り上げた具体的なテクストならびにそのサブテクストを分析・解釈し、アカデミック・ライティングの形式にのっとったレ
ポートを作成することができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Maugham, W. Somerset. Of Human Bondage. 1915. London: Vintage, 2000. 
(ISBN: 978-0-099-28496-3）

その他、適宜、授業において指示する。

参考書
サマセット・モーム『人間の絆』上・中・下　行方昭夫訳　東京:岩波書店, 2001.
川本静子『イギリス教養小説の系譜――「紳士」から「芸術家」へ』東京: 研究社, 1973.
Higgins, Michael, Clarissa Smith, and John Storey. The Cambridge Companion to Modern British Culture. Cambridge: Cambridge 
UP, 2010. 
大谷伴子・大田信良ほか編著『ポスト・ヘリテージ映画——サッチャリズムの英国と帝国アメリカ』　東京:　上智大学出版， 2010.
河島伸子・大谷伴子・大田信良編『イギリス映画と文化政策——ブレア政権以降のポリティカル・エコノミー』東京: 慶應義塾大学出版会， 
2012.

大田信良『帝国の文化とリベラル・イングランド——戦間期イギリスのモダニティ』東京: 慶應義塾大学出版会, 2010.
大貫隆史・河野真太郎・川端康雄編『文化と社会を読む批評キーワード辞典』東京: 研究社, 2013.
武藤浩史・大田信良ほか編 『愛と戦いのイギリス文化史　1900-1950年』東京: 慶應義塾大学出版会, 2007.
川端康雄ほか編『愛と戦いのイギリス文化史——1951-2010年』東京: 慶應義塾大学出版会, 2011.
その他、適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の内容、進め方、等について、および、イギリス文学・英語文学の特質を問うことの意味

予習　シラバスを確認し、理解に努める。わからないキーワード等はあらかじめ自分なりに調べてお
く。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

イギリス教養小説を中心とする19世紀の英文学

予習　イギリス教養小説を中心とする19世紀の英文学について調べておく。 60

シェイクスピアの歴史劇を中心とする18世紀以前の英文学

予習　シェイクスピアの歴史劇を中心とする18世紀以前の英文学を、調べておく。 60

テーマ・概要
　この授業では、旧来のナショナルなイギリス文学史・英文学史を批判的に学び直すことにより、ローカル／グローバルな英語文学の歴史
的展開・空間的転回の過程を学ぶ。
　　最終的に、このような授業のテーマ・概観のまとめとして、アカデミック・ライティングの形式にのっとった文学研究のレポートを作
成することをめざします。

　代表的・範例的な諸テクストの集合体からなるイギリス文学・英語文学の特質を、ナショナルだけでなく、ローカル／グローバルにも、
狭義の文学を含む現在の英語メディア文化の空間において学ぶことにより、それぞれのレヴェルにおける歴史・文化のコンテクストおよび
テクストで表象・使用される表現・修辞構造を理解することができる。　
　そのうえで、授業で取り上げた具体的なテクストならびにそのサブテクストを分析・解釈し、アカデミック・ライティングの形式にのっ
とったレポートを作成することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＣII

大田　信良

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

20世紀モダニズム以降の英文学

予習　20世紀モダニズム以降の英文学について調べておく。 60

21世紀の現在から見直すローカルな英語文学　ウェールズの神話・文学

60

復習　ここまでの授業を自分なりにまとめ、中間レポートの準備②をする。 60

第9回 中間レヴュー１

第7回

第8回

復習　ここまでの授業を自分なりにまとめ、中間レポートの準備①をする。

21世紀の現在から見直すローカルな英語文学　イングランドとイングリッシュネスの表象

予習　イングランドとイングリッシュネスの表象について調べておく。 60

現在の英語メディア文化の空間におけるローカライゼーションの例

60

予習　現在の英語メディア文化の空間におけるローカライゼーションの例について調べておく。 60

21世紀の現在から見直すローカルな英語文学　スコットランドの歴史小説・啓蒙主義

予習　21世紀の現在から見直すローカルな英語文学　スコットランドの歴史小説・啓蒙主義について調
べておく。
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60

第11回

第12回

第13回

グローバル化する英語文学　新たな帝国アメリカ／アメリカナイゼーションに対応するイギリス文学

予習　新たな帝国アメリカ／アメリカナイゼーションに対応するイギリス文学について調べておく。

グローバル化する英語文学　コロニアリズム・フェミニズム・セクシュアリティの文学あるいはグローバル冷戦のなかの文学

復習　グローバル化する英語文学あるいはグローバル冷戦のなかの文学ついてまとめておく。

グローバル化する英語文学　ポストコロニアリズム以降の旧植民地の文学・表象

復習　ポストコロニアリズム以降の旧植民地の文学・表象について、自分なりに調べ解釈する。

60

第10回

60

グローバル化する英語文学　アジア・トランスパシフィックな表象と世界文学の編制・再編

120

60

第15回

予習　アジア・トランスパシフィックな表象と世界文学の編制・再編について調べておく 60

中間レヴュー２

予習　ナショナルな日本のなかのグローバルな空間とイギリス文学・英語文学について、各自、調べて
まとめておく。

授業のまとめ。

予習・復習　これまでの授業全体を自分なりに復習し、まとめとしてのレポートの準備をする。

第14回
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授業中、あるいは、終了後に、教室で受け付ける。

授業の方法
　講義を中心に、ディスカッション、中間・期末レポート提出を実施する。テクストの構造的な読みあるいはそれに必要な精読を踏まえ
て、さまざまなメディアのテクストを、縦横無尽に駆け巡ります。
　また、テクストだけでなく、関連するほかの作品について配布プリント、さらにＤＶＤの映像テクストも使います。

成績評価の方法
　1・2回の中間レポート（20%程度）、期末レポート（80%程度）を基本としつつ、授業中の発言・質問・ディスカッションなどの積極的な
参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・代表的・範例的な諸テクストの集合体からなるイギリス文学・英語文学の特質を、ナショナルだけでなく、ローカル／グローバルにも、
狭義の文学を含む現在の英語メディア文化の空間において学ぶことにより、それぞれのレヴェルにおける歴史・文化のコンテクストおよび
テクストで表象・使用される表現・修辞構造を理解することができるか。　
・授業で取り上げた典型的なテクストならびにそのサブテクストを、文学的・文化的に分析・解釈し、アカデミック・ライティングの形式
にのっとったレポートを作成することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
なし（あるいは、授業の初回に指示する）
その他、適宜、授業において指示する。

参考書
井野瀬久美恵編『イギリス文化史』京都: 昭和堂, 2010.

武藤浩史・大田信良ほか編著『愛と戦いのイギリス文化史　1900−1950年』（慶應義塾大学出版会，2007年） 
Higgins, Michael, Clarissa Smith, and John Storey. The Cambridge Companion to Modern British Culture. Cambridge: Cambridge 
UP, 2010. 
大谷伴子・大田信良ほか編著『ポスト・ヘリテージ映画——サッチャリズムの英国と帝国アメリカ』　東京:　上智大学出版， 2010.
河島伸子・大谷伴子・大田信良編『イギリス映画と文化政策——ブレア政権以降のポリティカル・エコノミー』東京: 慶應義塾大学出版会， 
2012.

大田信良『帝国の文化とリベラル・イングランド——戦間期イギリスのモダニティ』東京: 慶應義塾大学出版会, 2010.
大貫隆史・河野真太郎・川端康雄編『文化と社会を読む批評キーワード辞典』東京: 研究社, 2013.
川端康雄ほか編『愛と戦いのイギリス文化史——1951-2010年』東京: 慶應義塾大学出版会, 2011.
その他、適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに：恐怖の変容

シラバスの内容を熟読し、全体の流れをつかむ。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

聖書における恐怖

講義内容の復習と小テストのチェック 60

古典における恐怖

講義内容の復習と小テストのチェック 60

テーマ・概要
イギリス文学において恐怖を描くホラーやゴシックの系譜をたどる。恐怖の扱われ方や対象が時代や作者によって変容してきたことを確認
する。シェイクスピアの『マクベス』を起点にして、シェリーの『フランケンシュタイン』やオースティンの『ノーサンガー・アビー』ま
でを扱う。

ホラーやゴシックの系譜を海外からの影響を視野に入れて理解できるようになる。
恐怖や不安などの感情が社会的にどのように形成されたかを説明できるようになる。
作品の内容や議論を踏まえたレポートを執筆できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＤＩ

小野　俊太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415207

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

『マクベス』と怪異

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『マクベス』と因果応報

60

講義内容の復習と小テストのチェック 60

第9回 墓地派とシェイクスピア復活

第7回

第8回

講義内容の復習と小テストのチェック

『リア王』と『テンペスト』の嵐

講義内容の復習と小テストのチェック 60

ゴシックの復活と庭園

60

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『オトラント城』と廃墟趣味

講義内容の復習と小テストのチェック
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60

第11回

第12回

第13回

コールリッジとドイツロマン派

講義内容の復習と小テストのチェック

『フランケンシュタイン』と生命創造

講義内容の復習と小テストのチェック

『フランケンシュタイン』と帝国

講義内容の復習と小テストのチェック

60

第10回

60

『ノーサンガー・アビー』と廃墟

60

60

第15回

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『ノーサンガー・アビー』とゴシック批判

講義内容の復習と小テストのチェック

全体のまとめ

講義内容の復習と小テストのチェック

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式による（私語厳禁。違反者は退室させる）。
毎回授業の最後に授業内容確認の小テストをおこなう。
レポート提出はSeikei Portalを通じておこなう。

成績評価の方法
期末レポート（70%）と毎回の小テスト（30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。ゴシックやホラーの展開を理解できているかどうかが評価の基準となる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし（毎回資料を配布する）

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに：都市化と恐怖

シラバスを熟読し授業の全体を理解する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「クリスマス・キャロル」と「信号手」

講義内容の復習と小テストのチェック 60

ディケンズとポーの「群衆の人」

講義内容の復習と小テストのチェック 60

テーマ・概要
19世紀のホラーやゴシック小説の展開を扱う。ディケンズの幽霊話やブロンテの『嵐が丘』を起点にして、心理主義や心霊主義の影響を受
けた世紀末のスティーヴンソンの『ジキル博士やハイド氏』やストーカーの『ドラキュラ』などを扱う。そして、ドイルの『バスカヴィル
家の犬』をゴシック復活と20世紀への入り口を開いた小説として考える。

ゴシックやホラー小説と19世紀の都市化の関係が理解できるようになる。
19世紀末に心理主義や心霊主義が広がった理由を説明できるようになる。
内容や議論を踏まえたレポートを執筆できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文学・文化ＤII

小野　俊太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415208

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『嵐が丘』における地方

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『嵐が丘』と歴史の反復

60

講義内容の復習と小テストのチェック 60

第9回 『ドリアン・グレイの肖像』と変身

第7回

第8回

講義内容の復習と小テストのチェック

世紀末と恐怖の心理化

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『ジキル博士とハイド氏』と二重生活

60

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『ジキル博士とハイド氏』と心理主義

講義内容の復習と小テストのチェック
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60

第11回

第12回

第13回

『ドリアン・グレイの肖像』とクイア

講義内容の復習と小テストのチェック

『ドラキュラ』と進化論

講義内容の復習と小テストのチェック

『ドラキュラ』と身体の乗っ取り

講義内容の復習と小テストのチェック

60

第10回

60

『バスカヴィル家の犬』とゴシック復活

60

60

第15回

講義内容の復習と小テストのチェック 60

『バスカヴィル家の犬』と心霊主義

講義内容の復習と小テストのチェック

おわりに：全体のまとめ

講義内容の復習と小テストのチェック

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式（私語厳禁。違反者は退出させる）。
毎回授業の最後に内容確認の小テストがある。
レポート提出はSeikei Portalをつうじておこなう。

成績評価の方法
期末レポート(70%)と小テスト(30%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。ヴィクトリア朝や世紀末のホラー小説についてしっかりと理解できたかどうかが評価
の基準となる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし（資料を配布する）

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション（授業の進め方、学修のしかた、評価方法等の確認）

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映像資料２

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

映像資料１

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

テーマ・概要
当講義は、大きな枠組みでの文化というものに含まれる小説・詩といった現象の理解を深めることを目標とする。小説や詩を書く営みや、
読み・鑑賞する営為はどのような意味を持つのか、といった問題を考えていく。

1970年代から90年代にかけて活躍した英国出身のロック・バンドThe Queenとはどのような現象であったのか。そして、このバンドを描く
映画が公開されたが、その現象はどのような事態なのか。これらの理解を目標に前期・後期と連携して考えていく。まず前期は、アメリカ
におけるLady Gagaとはいかなる現象なのか（もちろん、この名称はThe Queenの楽曲「Radio Gaga」のひっかけである）について考えてい
きたい、というか、視覚的に常識をぶち破る授業を展開していく。主にドラッグ・クィーンから始まる「クイアなもの」を映画作品に求
め、それらの鑑賞しつつ、それらの訴える問題を社会的な問題として掬い上げていく。そのことにより、身近にありながら、問題とは意識
されていなかった事象に対して、社会の構成員として想像する力が養われることになるし、社会問題として理解・考察していけるようにな
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＡＩ

上原　正博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415209

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

映像資料３

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

映像資料１～３に基づくプレゼンテーションおよびディスカッション１

90分

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

第9回 映像資料６

第7回

第8回

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

映像資料１～３に基づくプレゼンテーションおよびディスカッション２

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

映像資料４

90分

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

映像資料５

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。
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90分

第11回

第12回

第13回

映像資料４～６に基づくプレゼンテーションおよびディスカッション１

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

映像資料４～６に基づくプレゼンテーションおよびディスカッション２

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

映像資料７

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

第10回

90分

映像資料８

90分

90分

第15回

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

90分

映像資料７～８に基づくプレゼンテーションおよびディスカッション １

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

総まとめ

授業の予習として、指定された範囲について辞書を引いて読み、自分にとって難しかった箇所を授業で
理解できるようにしておいてください。また、内容に関することのほか、担当者からの問いに自分なり
の答えを用意して授業に参加するように心がけてください。そのためには週に２～３時間の予復習が欠
かせません。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
映像資料の鑑賞を繰り返したのち、学生がアクティヴに主体となって内容の理解・解説を考察していく。各グループに分かれてディスカッ
ションをし、また、それらの成果をプレゼンテーションにて披露して、評価を受けることにより、考えの修正や補強を行うことで学修を進
めていく。

成績評価の方法
リアクション・ペーパー（30％）、分担箇所の発表（30％）、最終レポート（40％）を総合して評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
プリントを配布する予定。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction to the course and active listening 
activity to help with discussion techniques.
Assigment: Read Chapter 1 on "Culture and
Identity".

Look up the history and background 
of the writer.

0

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Discussion of the story and values seen through the story.
Assignment: Read Chapter 2 on "Hidden Culture".

What are Japanese attitudes toward communication? 60 min.

Discussion of the meaning of culture and identity.
Assignment: Read "A Good Burglar"

What universal values do you see in
 this story?

60 min.

テーマ・概要
This class will look at the stories of O.Henry's American Scenes and also study a number of cultural paradigms and 
use these ideas to analyze how culture affects the interpretations of the stories and what we can understand about 
a culture through its stories. Concepts such as culture and identity, perceptions, stereotypes, and values seen 
through each of the stories will be discussed.

Studying literature whether American, British, or Japanese gives students a variety of ways to look at life, culture and
various perspectives that will be valuables in their approach to life in the future. The goals of this course are not only 
to 
read the stories but through discussionｓ and the study of cultural concepts help students become aware of how 
writers present the different ways they view and handle tragedy, love, failure and other human conditions. DPs 3 & 7 are set 
to achieve these goals.

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＡII

ザブスラック　ロナルド　ステファン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415210

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Discussion of the big C little c culture factors.
Assignment: Read "The Last Leaf"

What values are expressed here? 60 min.

Discussion of "The Last Leaf"
Assignment: Read Chapter 3 on Stereotypes.

60 min.

How do our fixed cultural perceptions color our interpretations of others? 60 min.

第9回 Discussion of "The Jeweler's Wife"
Assignment: Read Chapter 7 "Perceptions"

第7回

第8回

The concept of "sacrifice" in 
Japanese and US culture.

Discussion of  "Stereotypes"
Assignment: Read "The Car is Waiting"

Look at the difference between 
stereotypes and generalizations.

60 min.

Discussion of "The Car is Waiting"
Assignment: Read "Words Words Words"

60 min.

What types of meanings can words 
have? How does this show different 
values in different cultures?

60 min.

Discussion of the word meanings and their 
cultural implications.
Assignment: Read "The Jeweler's Wife"

What can be seen about how we 
interpret peoples actions depending 
on culture?
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60 min.

第11回

第12回

第13回

Discussion of "Perceptions"
Assignment: Read "A Lesson in Love"

How is love expressd in Japan and the US?

Discussion of  "A Lesson in Love"
Assignment: Read Chapter 10 "Values"

Explain some important Japanese 
values.

Discussion of how values are learned and affect our perceptions.
Assignment: Read any story in O.Henry's American Scenes and prepare a summary.

Presentation planning and preparation.

60 min.

第10回

60 min.

Presentation preparation

60 min.

60 min.

第15回

Choose a story, create a poster to show how you view the cultural points.
Differences and similarities.

60 min.

Presentations

Practice presenting your topic.

Feedback and evaluations

Final Review

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
This is a student centered class, which means that homework and class preparation are absolutely necessary.A worksheet will 
be assigned every week and will be the basis of each discussion. Most of the classes will be group work and student 
presentations as well as student feedback, discussion and evaluation of other students work.
Class participation means coming prepared and adding your ideas to each class and discussion. Attendance is important not 
only for understanding the content but for group work and presentations. Please bring an electronic dictionary.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria:
1) Classroom participation: 30%
2) Quizzes, homework assignments, reports: 30%
3) Exams and projects (med-terms, finals, etc.): 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
An intermediate level of English is necessary.

テキスト
Different Realities, Joseph Schaules and Juri Abe, Nan'Un-Do ISBN 4-523-17304-4
The Last Leaf and Other Stories, O.Henry, Macmillan Readers, ISBN 978-1-4050-7237-3
O.Henry's American Scenes, O.Henry, IBC Publishing, ISBN 978-4-89684-046-9

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに――クラスの紹介と授業運営について

自分とその周囲（家族・友人・その他）の昔といまにおける「アメリカ」の存在について、具体的な事
例を考えてくる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

年中行事とポピュラーカルチャー

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

「文化」の概念とポピュラーカルチャーの理論

第1回目で配布または指示する文献や資料の該当部分をふまえて議論の準備をする。 60

テーマ・概要
「アメリカのポピュラーカルチャー、その理論と実際」
アメリカのポピュラーカルチャーは、人種・民族、ジェンダー、階級、世代など多様な背景を持つ人々の集合体を「ひとつにまとめる」
（＝統合）の力と、逆にもっと「多様化する」力の両方を発揮する点で、世界的に見てもぬきんでています。このクラスでは「統合」と
「多様化」の二軸に添って展開するポピュラーカルチャーの歴史を概観しつつ、複雑に揺れ動く現代のポピュラーカルチャーについても考
察します。

アメリカのポピュラーカルチャーを単なる雑学的興味ではなく、理論的な観点にもとづいて理解・検討し、それを通して「文化」を具体的
に把握することを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＢＩ

生井　英考

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415211

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

スペクテイター・スポーツと「法人化」の社会

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

遊園地とテクノロジー——もうひとつの消費文化

60

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

第9回 第二次大戦から冷戦へ

第7回

第8回

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

映画の社会史

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

第一次世界大戦とプロパガンダ

60

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

マシーンエイジの美学

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。
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60

第11回

第12回

第13回

アメリカンドリームの光と影

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

カウンターカルチャーと社会の変転

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

反動と保守への傾斜

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

60

第10回

60

対テロ戦争時代の暗雲

60

60

第15回

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。 60

「ヘイト」の時代のポピュラーカルチャー

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

まとめのテスト

指示された文献・資料の該当部分などをふまえて議論の準備をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
このクラスでは独自のテクストを用意し、初回に配布または指示します。なかには映像も含まれ、そのときは準備学習の時間が増えます。
授業は講義部分と討論部分から成りますが、進行につれて両者の配分が変化し、出席者の関わりによって全体の流れが変容します。それゆ
え出席は「当然の前提」となります。

成績評価の方法
大前提として出席を重視します。但し出席は単位取得を保障するものではありません。授業は講義部分と討論部分から成りますが、進行に
つれて両者の配分が変化し、出席者の関わりによって全体の流れが変容します。この討論と課題と学期末試験の成績を合わせて最終評価を
下します。　
学期末試験＝50%、平常点＝50%。平常点には「授業への参加」「課題提出」「授業中の質問・発表・発言」「授業後のコメント」などが含
まれます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。開講後、適宜指示します。

テキスト
独自のテクストを用意し、初回授業で配布または指示します。

参考書
有賀夏紀・油井大三郎編『アメリカの歴史』（有斐閣）
ほかは授業で指示します

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

英語圏日系文学とは？

特になし 0

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の表象2：　
Ishiguro

Ishiguro,　
　“The Summer After the War”
  A Pale View of the Hills

60

日本の表象 1：
Kazuo Ishiguro

Ishiguro,
“A Family Supper” 

What is Gothic?

60

テーマ・概要
このクラスでは、英語圏（アメリカ、イギリス、カナダ）の日系の歴史的・文化的背景を考察し、彼らの文学作品を読む。主に短編を中心
に、アメリカ文学史上で一定の評価を得た作家との対比によって、どのようなものが文学とみなされているのか？あるいはどういったもの
が排除されていたのかという点にも留意し、グローバリズム時代における日系文学の重要性を考察する。

さまざまな作家の作品に当たり、自分の興味のあるテーマを発見できることを目標とする。したがって授業の目標は、長編小説全体を読み
通すことではなく、短編および長編からの一部抜粋をベースに議論をし、各々の作家に対する理解を深めるというものである。これは限ら
れた時間内で多くの作家を知ってもらいたいという意図からである。また英語圏文学におけるアジア系とは何を意味するのか？（作家がア
ジア系であること、テーマがアジア系であることなど）という問題にも取り組んでいきたい。映画などの視覚的教材も適宜とりいれて授業
を行う。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＢII

牧野　理英

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415212

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

収容所の残像
Hisaye Yamamoto

Yamamoto,
“High-Heeled Shoes.”

60

捕囚のナラティヴ：ヒサエ・ヤマモトのメルヴィル論
ベニト・セレノ論

60

Juliet Kono, Anshu: Dark Sorrow  (2010) 60

第9回 環境と日系　１
核と日系文学

ジュリエット・コーノ

第7回

第8回

“A Fire in Fontatana”(1985)
“Benito Cereno”(1855)

インターエスニックな共振１：
日系とアフリカ系アメリカ作家
ジョン・オカダと
ラルフ・エリソン

John Okada, No-No Boy (1957) 
Ralph Ellison,
Invisible Man (1952)

60

インターエスニックな共振２：
ハワイと成長物語

マーク・トゥエインと
ミルトン・ムラヤマ

60

Milton Murayama, 
All I Asking for is My Body
(1959) 

Mark Twain, Adventures of 
Huckleberry Finn (1885)

60

南部文学との共振：

ワカコ・ヤマウチと
テネシー・ウィリアムズ

Wakako Yamauchi,‟And the Soul Shall Dance”
(1966) 

Tennessee Williams, 
A Streetcar Named Desire (1947)
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60

第11回

第12回

第13回

環境と日系　２

Kono, continued

日系アメリカ詩
成長物語としてのナラティブ

Juliet Kono
Lois-Ann Yamanaka

日系アメリカ詩
続き

Lawson F.Inada

60

第10回

60

日本の表象３：アメリカ文学
カレン・テイ・ヤマシタ

60

60

第15回

“The Bath”(1975) 60

ポストメモリー：
日系アメリカ作家から見る南米

カレン・テイ・ヤマシタ　続き

Brazil-Maru (1992)

期末試験
 授業内レポート

レポート
卒業論文につなげるため、自分の一番興味のあるアジア系作家の作品を選びレポートとして発表・提出

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。スカイプなどで授業を行うこともある

授業の方法
受講者の人数によって詳細を決めるが，毎回数人ずつのグループを組んで担当を割り当てる。クラスのレベルによって読む量などは調整し
ていく。
またこれらの作品がアメリカの学生にどのように読まれ、どのように研究されているのかということなども話す。

成績評価の方法
授業参加点　40%　（授業内での発言および発表），小テスト20%，
期末レポート 40％

受講者の人数によって詳細を決めるが，毎回数人ずつのグループを組んで担当を割り当てる。クラスのレベルによって読む量などは調整す
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日系というエスニック集団なので、事前に予備知識を得るのはなかなか難しい。
興味をもって授業に臨んでもらえればよい。

テキスト
随時プリントで配布する。

参考書
〔参考書〕
随時プリントで配布する。『アメリカ文学入門』（三修社）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方などの説明をする。
・リリアン・ヘルマンについて説明する。

【予習・復習】
シラバスをよく読み、あらかじめ講義内容を把握する。Act Oneの冒頭部分を読む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・Act One を読む (2)

【予習・復習】
Act One で登場する人物の性格・人間関係を整理しつつ読み進める。

60

・『子狐たち』が書かれた背景について説明する。
・Act One を読む (1)

【予習・復習】
Act One（提示部）で示される舞台セット、時代的背景などを意識しつつ読み進める。

60

テーマ・概要
　20世紀アメリカを代表する劇作家リリアン・ヘルマン (Lillian Hellman, 1905-84)の中期の代表作『子狐たち』(The Little Foxes, 
1939)を精読する。
　女性劇作家として、その当時珍しくブロードウェイで大きな成功をおさめたヘルマンは、女性の視点から、それまで男性劇作家達が描き
得なかったような斬新な女性像を作品の中に生き生きと息づかせた。様々なヒロインを創出したヘルマンであったが、その中でも傑出した
ヒロインが、今回扱う『子狐たち』に登場するReginaである。『子狐たち』では、南北戦争の傷跡が癒えつつある20世紀初頭の深南部を舞
台に、美貌で頭脳明晰なReginaを中心に、新興資産家一族内部に於ける熾烈な財産を巡る闘争が力強く描かれる。この作品は、いまだにア
メリカでは再演が繰り返され、ヘルマンの最高傑作とみなされている一方で、「善人」と「悪人」の対立という単純な解釈からメロドラマ
であるとも常々評されてきた。しかし、今日的視点から読み直してみると、そこには家庭内の男女の関係性、女性と財産、女性と社会、女
性同士の連帯、といった問題が、ヘルマン独得の冷徹さとユーモアを通じて提示されている。まだまだ女性の経済的自立が達成されていな
かった時代に、ヘルマンはこのヒロインを通じて何を語ろうとしたのか…？
　作品を理解する上で不可欠な作家の人間像にも迫り、彼女の生まれ育ったアメリカ南部という土地、師であり恋人でもあったハードボイ
ルド作家ダシール・ハメットとの関係、そして晩年彼女が著した回想録に登場する親友「ジュリア」との関係なども視野に入れつつ、彼女
の作品世界に迫りたいと思う。また彼女の作品群が掲げた今日的テーマについても考察したい。

①演劇という形式のテクストの特徴を意識した読み方に慣れ親しみ、エンターテインメントの枠に留まらない文学世界としての演劇につい
ての知識を深め、説明できる。
②戯曲に提示されるモラル、アイデンティティ、ジェンダーといった今日的テーマについて分析的に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＣＩ

相原　直美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415213

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

・Act Oneを読む (3)

【予習・復習】
Act Oneの登場人物の関係を整理しつつ読み進める。

60

・Act One を読む (4)

60

【予習・復習】
Act Three （解決部）で示されるクライマックスを確認しつつ読み進める。

60

第9回 ・Act Threeを読む (1)

※Act Twoの内容について小テスト

第7回

第8回

【予習・復習】
Act Oneで提示されている情報を整理しつつ最後まで読み、最後に提示される劇的葛藤の発端を確認す
る。

・Act Twoを読む (1)

※Act One の内容について小テスト

【予習・復習】
Act Oneの最後で提示された劇的葛藤が徐々に高まりを見せていく様を確認しつつ、Act Two（展開部）
を読み進める。

60

・Act Two を読む (2)

※Act Oneの小テストの答え合わせ・解説

60

【予習・復習】
劇的葛藤が更に上昇していくきっかけとなる誘発的事件を確認しつつ読み進める。

60

・Act Twoを読む (3)

【予習・復習】
劇的葛藤が上昇の一途をたどる様を確認しつつ、Act Two の最後まで読む。
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60

第11回

第12回

第13回

・Act Threeを読む (2)

※Act Twoの小テストの答え合わせ・解説

【予習・復習】
Act Threeのクライマックスとその後に続く最終場面の内容を確認しつつ、読み進める。

・Act Three を読む (3)

【予習・復習】
Act Threeの最終場面の内容を丁寧に追いつつ、読み進める。

・Act Threeを読む (4)

※期末レポートについての説明

【予習・復習】
Act Threeの最後に提示される「解決部」の意図を考えつつ、最後まで読み進める。

60

第10回

60

・『子狐たち』全体のまとめ
・『子狐たち』のテーマ・解釈の可能性について検討する。

60

60

第15回

【予習・復習】
Act One～Act Threeの内容の確認。

60

・『子狐たち』とヘルマンの他の作品（回想録）との関連性について考察する。
※『子狐たち』Act One～Act Threeまでの内容について小テスト

【予習・復習】
劇の全体像から浮かび上がるテーマを考える。

※『子狐たち』Act One～Act Threeの小テストの答え合わせと解説
・授業のまとめ・質疑応答
・期末レポートについての最終的な確認

【予習・復習】
期末レポートのテーマを視野にいれつつ、作品全体を振り返る。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
・基本的に講義形式をとるが、臨機応変な授業時の意見交換などに受講生の積極的参加を期待する。
・戯曲のテクストを精読していくが、この作品は映画化されているので、そちらも授業内で参照する。映画との比較から更に原作である戯
曲の本質を探っていく。
・3回の小テストの実施を通じて、戯曲のあらすじ、登場人物、舞台設定など、作品を正しく理解する上での基本的な内容が把握できてい
るかを確認する。
・授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。

成績評価の方法
小テスト（3回・40%）、期末レポート （50%）、平常点（授業への積極的参加や宿題の提出状況など・10％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Six Plays by Lillian Hellman (The Children's Hour; Days to Come; The Little Foxes; Watch on the Rhine; Another Part of the 
Forest; The Autumn Garden) (Vintage Books)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１）ガイダンス／イントロダクション

ガイダンス→授業の進め方、スタンス、方向性などを説明する。

イントロダクション→広義での文学／文化研究とはどのようなものかを説明する。クィア・スタディーズの歴史的背景や理論の
大筋を概説する。詳しい用語解説や個別の概念等は実際に作品を見ていく中で随時説明する形をとるが、クィア・スタディーズ
の入門にあたる本講義を理解するにあたって不可欠である、セクシュアリティ、ジェンダー、セックス、及び “クィア”の用語
の区分や定義、考え方などの基礎知識、クィア・リーディングという視点の特徴などを導入として提示する。

【予習】シラバスを熟読し、授業の特性、鑑賞予定作品を大まかに調べておくこと。
【復習】用語等の確認を行う。

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回 ２）前半45分→映画 The Celluloid Closet (1995) 観賞。

後半45分→簡単な作品説明／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習】映画や製作者についてウェブや図書館で下調べしておく。
【復習】ノート等を見返す。

60分

テーマ・概要
本講義は、アメリカ映画・ドラマを通してクィア・リーディングによる作品解釈の基本を身に着けるとともに、クィア・スタディーズの基
礎を固めることを目的としている。主としてアメリカにおけるゲイ、レズビアンを中心とするセクシュアル・マイノリティ（時代性や目的
に応じて適宜ホモセクシュアル／クィア／LGBT等と称する）を扱った映画・ドラマ作品を幾つかとりあげながら、クィアな人々／欲望がア
メリカにおいてどのように扱われてきたのかを、歴史的に概観すると共に、ハリウッドにおけるゲイに関する表現規制の歴史などを参照し
つつ、映画などの文化的所産の中にどのような形で投影されてきたかを考察する。
  まずは、明示的なゲイキャラクターやゲイトピックが扱われた作品を中心に、最も分かり易い形で表れているクィア性について確認して
いくことから始めるが、同時に一見ゲイ的な要素が見当たらない作品の中に見られる–巧妙に隠された／暗示された “クィアな欲望（ない
しはクィア性）”、或いは既成の性的枠組みの歪みを探し出すというクィア・リーディングならではの文学批評の伝統に即した読みの視点
にも注目する。本講義の基本はあくまでもクィア・スタディーズ入門だが、映画やドラマといったアメリカの大衆娯楽物質文化を検討して
いくことになる為、カルチュアル・スタディーズやフィルム・スタディーズの理論等も必要に応じて紹介する。映像作品を中心とするが、
文字資料も使用する。
   総じて、受講生は20世紀～現代アメリカ（文化）史全体の流れの中で、クィア（LGBT）史を概観し、その特質を理解しつつ、更なる関
心を深めるための基礎知識を得ることができる。

□観賞予定作品（鑑賞予定順）
The Celluloid Closet (1995)
The Rocky Horror Picture Show (1975)
Hedwig and the Angry Inch (2001)
Glee (2009-2015) season2~season5 抜粋

その他一部観賞予定作品
The Wizard of Oz (1939)
Kiss of the Spider Woman (1985)

・映画・ドラマを批評的観点から見る視点を養う。
・ゲイ、レズビアンを中心としたアメリカにおけるセクシュアル・マイノリティ（クィア／LGBT）の歴史的背景などの特質を掴む。
・アメリカ社会・文化におけるセクシュアル・マイノリティを扱った作品や歴史に対する理解を深める。
・クィア・スタディーズ及びクィア・リーディングの基礎を身に着ける。
・クィア・リーディングによって作品を解釈できるようになる。
・クィア・リーディングの根幹となる二方向のアプローチ（作品で扱われているゲイトピックからLGBTの社会的文脈の反映を読み解く／一
見そうは見えない作品におけるクィアな欲望・感性を指摘する）の基本を習得する。
・セクシュアリティ／ジェンダー／セックスについての様々な見解、知識を深めると共に、その多様性を理解し受容する。
・性と人間存在との関係性について考えを巡らせる。
・今日的なグローバル・トピックの一つとして広義のLGBTのニュース、話題に注意を向ける。
・作品やトピックに対し、自分の意見をきちんと持ち、それを他者と伝達共有することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文学・文化ＣII

真野　貴世子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415214

2 2019年度 後期
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第3回

第4回

第5回

第6回

３）The Celluloid Closet (1995) の解説／アメリカにおけるゲイ、レズビアンを中心としたセクシュアル・マイノリティ
（LGBT）史の概観／アメリカ映画におけるゲイ、レズビアンの描かれ方を概説／ディスカッション／リアクション・ペーパーの
記入。

【予習・復習】講義の振り返りを行う。
ノート等を見返す。

60分

４）前半45分→映画The Rocky Horror Picture Show (1975) 観賞。

後半45分→簡単な作品説明／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習】映画や製作者についてウェブや図書館で下調べしておく。
【復習】ノート等を見返す。

60分

５）映画The Rocky Horror Picture Show (1975) の解説／ホラーやファンタジー、SFといった非現実性を主として扱うジャンル
とクィア・セクシュアリティとの密接な関係について―例として The Wizard of Oz (1939) に見られるクィアさについて言及／
ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

60分

第7回

第8回

【予習】講義の振り返りを行う。
ノートを見返す。
【復習】ノート等を見返す。

６）前半45分→映画Hedwig and the Angry Inch (2001)観賞。

後半45分→簡単な作品説明／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習】映画や製作者についてウェブや図書館で下調べしておく。
【復習】ノート等を見返す。

60分

７）映画Hedwig and the Angry Inch (2001) の解説／ジェンダー、セックス、セクシュアリティの本質主義・構築主義的観点そ
れぞれの捉え方の説明／キャンプについて／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

120分

【予習・復習】講義の振り返りを行う。
ノートを見返す。

60分

８）関連テキストの輪読。

これまでに授業で触れた作品を実際にクィア・リーディングしている論文、批評などを読む。→特にミュージカルとゲイカル
チャーの関係性から論じているものを読む。

【予習】担当箇所を精読。興味深かった箇所、分からない箇所をピックアップしておく。
【復習】不明慮な箇所を確認する。
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60分

第11回

第12回

第13回

【予習】前回に引き続き担当箇所を精読。
【復習】不明慮な箇所を確認する。

120分

１０）前半45分→ドラマGlee (2009-2015)観賞①（主にSeason2中心）。

S2/episodes 6,10,12（一部）。
簡単な作品説明／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習】映画や製作者についてウェブや図書館で下調べしておく。
【復習】ノート等を見返す。

１１）Glee観賞①について説明・解説／アメリカ・ドラマにおけるゲイ・レズビアンの描かれ方を大まかに解説／カミングアウ
ト、クローゼット、ホモフォビアなどの概念の説明／劇中ミュージカルThe Rocky “Glee” Horror Showの意義／ディスカッ
ション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習・復習】講義の振り返りを行う。
ノートを見返す。

１２）前半45分→Glee観賞②（主にSeason3）。
S3/episodes 5, 12(一部) 。

後半45分→簡単な作品説明／ディスカッション／リアクション・ペーパーの記入。

【予習】映画や製作者についてウェブや図書館で下調べしておく。
【復習】ノート等を見返す。

60分

第9回

第10回

９）前回に引き続き関連テキストの輪読。

60分

１３）Glee観賞②についての説明・解説／BlaineとKurtの公式“ゲイ”カップルに象徴されること／アイデンティティ・ポリ
ティクス、多様性などの概念の説明／劇中ミュージカルThe West Side Story (1961)／ミュージカルナンバーについて／ディス
カッション／リアクション・ペーパーの記入。

60分

【予習・復習】講義の振り返りを行う。
ノートを見返す。

60分

１４）Glee観賞③（主にSeason 4~5）
前半45分→S4/ episode 10, S5/episode 1を中心に該当箇所を鑑賞。

後半⑴→Glee観賞③についての説明・解説／公式 “ゲイ”カップルの物語から見えてくるものを考える→ゲイキャラクターが
「ゲイ」という特性以外の個別性を抹消されてきた時代の終焉を象徴している。ゲイキャラクターの「個別化」を導き出す。
ディスカッション→21世紀型―新時代のゲイ表象の在り方について考察する。／リアクション・ペーパーの記入。

後半⑵ →到達度試験（論述テスト）についての確認、説明を行う。試験や授業に関する質問も受け付ける。

【予習】ノートを見返す。試験に向けて講義を振り返り、自分の関心や疑問点を掘り下げる。質問事項
等があればまとめておく。
【復習】試験に向けて具体的にテーマを設定する。

第14回
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授業終了後に教室で、またはリアクション・ペーパーにて受け付ける。

授業の方法
基本的に偶数週は映画鑑賞を中心に概要を説明し、奇数週は講義及びディスカッションを行う。全体としては講義及び質疑応答形式をとる
が、適宜ディスカッションも積極的に取り入れて学生同士が互いの意見を交わし合う場を設ける。授業の最後には毎回その回の振り返りと
してリアクション・ペーパーを記入する。
   授業中のメモについては、スマートフォン以外であればパソコン、タブレット（キーボード付限定）、ノートいずれかは問わない。た
だしボイスレコーダー機能等での授業の録音によるメモ作業は特殊な事情がある場合を除いて禁止する。

成績評価の方法
リアクション・ペーパー（40％）、到達度試験（40％）授業への積極的な関心、参加（20%）を基準に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　

   講義全体の到達目標（作品におけるクィア表象の在り方とクィア・リーディングに関する基礎知識を身につけているか）を達成してい
るかを十分に考慮する。また今日的なクィア、LGBT事情に関する関心や理解の度合いにも留意する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
専門知識は特に必要ないが、日頃から自分自身や自分をとりまくセクシュアリティ／ジェンダー／セックス、及びLGBT関連のニュースなど
に関心を持っておくこと。

テキスト
特になし。必要に応じて授業内でプリント等を配布する。
しかし全講義を通じて適宜引用することになるため、以下のテキストを入手しておくことが望ましい。
Vito Russo, The Celluloid Closet: Homosexuality In the Movies. Harper&Row, Publishers,1987.
村山敏勝 『（見えない）欲望に向けて―クィア批評との対話』青土社、2006年。

参考書
バトラー、ジュディス『ジェンダー・トラブル―フェミニズムとアイデンティティの攪乱』竹村和子　訳、青土社、1999年。
セジウィック、イヴ・コゾフスキー『クローゼットの認識論―セクシュアリティの20世紀』外岡尚美訳、青土社、1993年。
その他必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60分

第15回 １５) 到達度試験

【復習】試験の内容を振り返る。

- 473 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
講義内容、授業の進め方などを説明する。
クイズを行い、世界の言語のなかでの日本語の位置づけや特徴について解説する。

【予習】　シラバスを読んで講義内容、目標などを理解しておく。
【復習】　クイズの答えについて復習し、日本語の特徴や位置付けについて理解する。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

認知言語学への展開　【講義】
ー　アメリカ構造主義、生成文法、認知言語学

【復習】　ノートをきちんと取り、それをもとに講義内容をよく復習し、理解する。 60

現代言語学の発祥　【講義】
ー　歴史言語学、ソシュール、構造主義

【復習】　ノートをきちんと取り、それをもとに講義内容をよく復習し、理解する。 30〜60

テーマ・概要
　日本人の多くが英語を世界共通語と考えており、英語は世界の言語の中心であるかのように思われがちですが、その正体は、地球上に存
在する数千にもおよぶ人間の言語のひとつです。英語がどんな言語であるかを理解するには、人間の言語そのものについての理解が重要な
鍵になります。本講義では、現代言語学のなかで20世紀後半から発展してきた認知言語学の立場から、人間の言語の成り立ちについて主要
なトピックをもとに考察し、英語を相対化して見ることのできる視点をやしないます。それによって、英語だけでなく人間の言語の特徴を
理論的に理解し、日本語と英語の共通点と相違点にも気づき、ひとつの言語として英語をより深く理解できるようになることを目指しま
す。特に、人間の認知構造のなかで言葉がどのように機能しているかを考えることで、言葉というものへの正しい理解を涵養します。
　そのために、特に以下を重点的にとりあげます。
・　世界の言語のなかでの日本語の位置と特徴
・ 言語の研究の歴史：　現代言語学の発祥から認知言語学まで
・ 自然言語の特徴
・ 言語記号の恣意性と有契性
・ カテゴリー化
・ メタファーとメトニミー
・　言語の普遍性と相対性
・　認知言語学の言語観

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を涵養するため、次の点を到達目標とする。
１．　日本語・英語を含め、人間の言語を客観的に考察できる。
２．　認知言語学の基本概念を理解し、説明できる。
3．　日本語・英語など知っている言語から、例文や表現などの事例を見つけ出し、言語現象を自分で分析できる。
４．　行った分析結果を整理し、適切にまとめることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語学Ｉ

篠原　和子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415217

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

自然言語の特徴　【講義・グループ討議】
ー　恣意性、生産性、超越性

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。 60

言語記号の恣意性と有契性 [1]　　【講義】
ー　ソシュールの恣意性の概念とその解釈、問題点
ー　基本色彩語

60

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。 60

第9回 カテゴリー化（２）　【講義・実験・グループ討議】
ー　基本レベルカテゴリー

第7回

第8回

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。

言語記号の恣意性と有契性 [2]　【講義】
ー　ソシュールの恣意性の概念への反論
ー　音象徴
ー　身体性

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。 60

到達度確認テスト：
前半の講義内容についてのテストを行う。

60

【予習】　これまでの内容をよく復習し、テストの準備をしておく。 60〜120

　【テストの講評と解説】
カテゴリー化（１）　【講義・実験・グループ討議】
ー　プロトタイプ、放射状構造

【復習】　テストの内容を復習し、理解を補う。
講義内容をよく復習し、理解する。
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60〜120

第11回

第12回

第13回

メタファーとメトニミー　【講義・分析演習】
ー　日本語、英語のメタファー表現、メトニミー表現

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。

概念メタファー理論　【講義・分析演習】
ー　理論の枠組み
ー　日本語、英語の概念メタファー

【予習】　指定された配布物を読んでくる。
【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。

言語の普遍性と相対性　【講義】
ー　言語相対論、サピア=ウォーフ仮説
ー　英語使用によって思考様式は変わるか
ー　（日本語のような）母語は、思考の牢獄か

【復習】　　講義内容をよく復習し、理解する。

60

第10回

60

認知言語学の言語観　【講義】
ー　哲学的背景
ー　人工知能と言語

60

60〜120

第15回

【復習】　講義内容をよく復習し、理解する。 60

到達度確認テスト：
後半の講義内容についてテストを行う。

【予習】　到達度確認テストの準備をする。

講評と振り返り：
ー　テストについての講評と解説
ー　講義内容の全体的な振り返りとまとめ

【予習】　テスト問題について自分なりに改めて解答を考え、これまでの内容を復習しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。
また、随時、電子メールで受け付けます。

授業の方法
講義を中心とするが、理解を深めるために、適宜クイズやグループ活動、簡単な実験なども採り入れる。
講義資料はオリジナルの配布物を中心とし、その場で配布して講義や演習を行うので、先の方まで予習をする必要はないが、講義内容をよ
く理解するために、毎回の復習は重要である。
講義の進度は、受講生の理解度をみながら適宜調整するので、上記の計画とずれることがありうる。状況により、トピックの追加、削除を
する可能性がある。
学期を大きく前半と後半に分け、それぞれ理解を確認するため到達度確認テストを行う。

成績評価の方法
以下の項目を総合的に評価する。
１．　授業への出席と積極的な参加、グループ活動、発表やコメント：　20％
２．　到達度確認テスト（前半）：　40% 
３．　到達度確認テスト（後半）：　40% 
（この比率は授業の状況をみて最終的に調整する場合がある）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
プリントを授業にて配布する。

参考書
参考書は必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の進め方の説明
講義内容の全体的説明

【予習】　シラバスをよく読み、テーマや目標を理解しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

空間表現 [1]　【講義】
ー　位置関係、空間参照枠

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

認知と言語における身体性の問題　【講義】
ー　空間、時間、感情
ー 普遍性と個別性

【復習】　講義内容を復習して理解する。
ノートの取り方について考える。

30

テーマ・概要
　言語の研究には、さまざまなアプローチがある。20世紀後半以降、言語は人間の認知能力のひとつであると考えられるようになり、言語
の構造を認知能力の構造の一部として分析し理論化していく研究分野が発展した。そのなかのアプローチのひとつが認知言語学である。本
講義では、この立場から、英語などの個別言語にみられる意味的現象のいくつかを検討する。特に空間表現、時間表現、感情表現などをと
りあげ、これらにどのような意味的構造がみられるか、背景となる認知構造や身体的経験の構造がどのように反映されているか、英語と日
本語の違いはどういった点にあるかなどを考察する。この作業を通して、言語の意味と認知構造の関係についてのより深い理解と考察力を
養成し、英語を言語のひとつとして客観的に見る力を養う。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を涵養するため、次の点を到達目標とする。
１．　　取り上げるトピックについて英語の意味現象を理解し、日本語との違いを説明できるようにする。
2．　　学んだ内容を自らの言語体験と関連づけ、英語などの言語にみられる現象を主体的に考察できる力をつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語学II

篠原　和子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415218

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

空間表現 [2] 【講義】
ー　空間参照枠の種類と言語による違い

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

空間表現 [3] 【講義】
ー　空間参照枠と認知
ー 英語と日本語の共通点と相違点
ー 他の言語との共通点と相違点

60

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

第9回 時間表現 [4] 【講義】
ー　英語と日本語の共通点と相違点
ー 視点と主観性

第7回

第8回

【復習】　講義内容を復習して理解する。

時間表現 [1] 【講義】
ー　概念メタファー理論にもとづく時間概念分析の基礎
ー 時間メタファーの多様性と日英比較

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

時間表現 [2] 【講義】
ー　空間概念と時間概念の対応
ー 経過と移動

60

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

時間表現 [3] 【講義】
ー　前後軸と順序構造
ー その他の空間軸と時間概念

【復習】　講義内容を復習して理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

感情表現 [1] 【講義】
ー 感情表現とメタファー
ー　怒りのメタファーと身体経験

【復習】　講義内容を復習して理解する。

感情表現[２] 【講義】
ー　英語における怒りのメタファー
ー　日英比較
ー　身体性と文化的背景

【復習】　講義内容を復習して理解する。

感情表現 [３] 【講義】
ー　マルチモーダル・メタファーと文化的差異

【復習】　講義内容を復習して理解する。

60

第10回

60

空間・時間・感情【講義】
ー　言語の意味と身体性
ー　普遍性と個別性（再確認）

60

60〜120

第15回

【復習】　講義内容を復習して理解する。 60

到達度確認（テスト）
ー　講義内容についての確認テストを行う

【予習】　これまでの講義全体について復習し、テストの準備をする。

振り返り
ー　テストについての解説
ー　講義内容全体の振り返りとまとめ
ー　レポート課題の説明

【予習】　テスト問題について自分なりに改めて解答を考え、これまでの内容を復習しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。
また、随時、電子メールで受け付けます。

授業の方法
講義を中心とするが、理解を深めるために、適宜クイズやグループ活動なども採り入れる。
講義資料は授業の中でプリントを配布するが、必要に応じ予習用の資料を指定して読んできてもらうこともある（プリント配布、または
ポータルで通知する）。
講義の進度、および英語資料の量は受講生の理解度をみながら調整する。進度によっては上記の計画の入れ替え、追加、削除などがありう
る。

成績評価の方法
以下の項目を総合的に評価する。
１．　授業への出席と積極的な参加、クラス内課題の提出物： 20% 
２．　到達度確認テスト：　40％
３．　レポート：　40％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期開講の「英語学　Ｉ」を履修していることが望ましい。未履修の場合は相談に応じる。

テキスト
プリントを授業にて配布する。
予習用の読解資料は、授業内で配布、もしくはポータルで通知する。

参考書
参考書や参考資料は必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ a

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151411206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
English Collocations in Use Intermediate (ISBN: 978-1-316-62975-8)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ ｂ

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151411206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
English Collocations in Use Intermediate (ISBN: 978-1-316-62975-8)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ c

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

- 491 -



60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ d

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411206

2 2019年度 前期

- 494 -



第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ e

ビーゲル　ケネス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course orientation; Warm-up activities; Class goals and rules explained

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Responding to a questionnaire; discussing lifestyles

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Your World: People around you; lifestyle myths; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishＩ f

クレイン　ジーン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11351411206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Memory: past tense forms; learning about your memory

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Storytelling: remembering the past / childhood

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Real Lives: perfect tenses review; describing life events; ambitions and plans

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Discussing past events / important memories

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing past events / important memories

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Adjective-building; describing and recommending places

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Vocabulary building (personal qualities); Discussion: nominating someone for an Inspiration Award

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Learning about influential people; researching people you admire

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Go For It! Future forms; discussing ways to succeed; ambitions

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Life choices (if and when); discussing strengths and weaknesses; choosing the best candidate

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Writing your CV; writing skills; language register

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII ａ

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework（Extensive Reading; Self-study book; DVD activities）: 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
English Collocations in Use Intermediate (ISBN: 978-1-316-62975-8)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII ｂ

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the yellow textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework（Extensive Reading; Self-study book; DVD activities）: 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
English Collocations in Use Intermediate (ISBN: 978-1-316-62975-8)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII c

ジャマール　モーリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII d

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII e

ビーゲル　ケネス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

True Stories: reported speech; coincidences; collocations (say and tell)

Read the syllabus. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Real Life Dramas (Chilean miners; Apollo 13). Online research and report

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Discussing and comparing disasters; storytelling (using adverbs)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

テーマ・概要
The aim of this course is to improve students' all-round competence in English.

As well as the four skills (reading; writing; listening; speaking), students will work on improving the knowledge and use of 
the language system (grammar; vocabulary; pronunciation; appropriacy).

到達目標

授業の計画と準備学修

Integrated EnglishII ｆ

クレイン　ジーン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11351411207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Must See!: the passive; ed/ing adjectives; discussing entertainment

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Film Quiz; Reading and discussing newspaper stories; extreme adjectives

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第9回 Society and Change: making predictions; numbers and statistics; predicting changes to society

第7回

第8回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Social Life: polite requests; vocabulary building; discussing how to spend an evening out

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Collocations (verbs and nouns); discussing modern manners; explaining cultural norms and customs

60

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Stuff! Relative clauses; talking about shopping habits; vocabulary building

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.
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60

第11回

第12回

第13回

Making predictions/discussing likelihood; discussing unlikely possibilities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Republic of Peakoilia: speaking; discussing improvements to a community

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Rules: obligation and permission; discussing exclusive clubs

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

第10回

60

Crimes and Punishments; reading/discussing famous crimes

60

60

第15回

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

60

Giving opinions: Discussion: suggesting changes to society's laws; reading/discussing an opinion essay (prison 
sentences)

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

Review Activities

a)	Review the day's work.
b)	Do some vocabulary exercises from the blue textbook.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Students will take part in both pair- and group-work. In addition, time will also be set aside for students to work 
individually on improving reading fluency and developing their vocabulary.

成績評価の方法
Grades will be based on the following:
Classwork: 50%
Homework(Extensive Reading; Self-study book; DVD activities): 30%
Reflection Sheet: 20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Cutting Edge Intermediate (ISBN: 978-1-4479-3687-9)
Vocabulary in Use Pre-intermediate (ISBN: 978-1-316-62831-7)

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course introduction

Carefully read the syllabus 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Inside vs outside

Online Assignment 2 plus comments 90

Conceptions of culture

Online Assignment 1 plus comments 90

テーマ・概要
This course will help students understand what intercultural communication means in a broad range of contexts.

Because language is a social act, speakers sometimes face difficulties or embarrassing situations when speaking with someone 
from another culture. The purpose of this course is:
1. To explore what 'culture' means and how an individual is connected to it.
2. To explore the heart of this culture (i.e. Japan) and why Japanese tend to behave the way they do.
3. To look at English-speaking cultures and what English speakers tend to expect from the people they interact with.
4. To let students discover how to communicate comfortably, flexibly, and confidently in English-speaking cultures.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒａｌ　Ｅｎｇｌｉ

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415307

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Moving across cultures

Online Assignment 3 plus comments 90

Stereotypes

90

Online Assignment 8 plus comments 90

第9回 Time

第7回

第8回

Online Assignment 4 plus comments

Race, ethnicity, subcultures, and identity

Online Assignment 5 plus comments 90

The individual and the group

90

Online Assignment 6 plus comments 90

Values

Online Assignment 7 plus comments
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90

第11回

第12回

第13回

Explanation of semester project

Consolidate notes

Discuss research

Research topic

Organize presentation

Research topic

90

第10回

90

Organize presentation

90

90

第15回

Research topic 90

Student presentations and discussion

Finish and practice presentation

Review

Write semester reflections

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
Online assignments will be given as homework. Students are expected to come to class with questions and opinions about these 
assignments. Class time will be a mixture of short lecture and discussion. Students should listen carefully to the lectures 
and take notes. During discussions， participation is required. Questions are encouraged at any time.

成績評価の方法
Active participation 30%
Assignments/preparation 35%
Semester presentation 35%

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
There is no textbook for this course. All materials will be provided by the instructor.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Course introduction

Carefully read syllabus 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Communication styles (1)

Online Assignment 2 plus comments 90

Verbal communication norms

Online Assignment 1 plus comments 90

テーマ・概要
This course will help students understand what intercultural communication means in a broad range of contexts.

Because language is a social act, speakers sometimes face difficulties or embarrassing situations when speaking with someone 
from another culture. The purpose of this course is:
1. To explore what 'culture' means and how an individual is connected to it.
2. To explore the heart of this culture (i.e. Japan) and why Japanese tend to behave the way they do.
3. To look at English-speaking cultures and what English speakers tend to expect from the people they interact with.
4. To let students discover how to communicate comfortably, flexibly, and confidently in English-speaking cultures.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒａｌ　Ｅｎｇｌｉ

ケネディ　デイビッド　ハリス

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415308

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Communication styles (2)

Online Assignment 3 plus comments 90

Politeness and interaction

90

Consolidate notes 90

第9回 Explanation of semester project

第7回

第8回

Online Assignment 4 plus comments

Taboo language

Online Assignment 5 plus comments 90

Nonverbal communication

90

Online Assignment 6 plus comments 90

Gender as culture

Online Assignment 7 plus comments
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90

第11回

第12回

第13回

Discuss research

Research topic

Analyze questionnaire results

Collect questionnaire data

Organize presentation

Research topic

90

第10回

90

Organize and practice presentation

90

90

第15回

Research topic 90

Student presentations and discussion

Practice for presentation

Review

Write semester reflections

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
Online assignments will be given as homework. Students are expected to come to class with questions and opinions about these 
assignments. Class time will be a mixture of short lecture and discussion. Students should listen carefully to the lectures 
and take notes. During discussions， participation is required. Questions are encouraged at any time.

成績評価の方法
Active participation 30%
Assignments/preparation 35%
Semester presentation 35%

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
There is no textbook for this course. All materials will be provided by the instructor.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Intercutural communicationとELF

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

World Englishes

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

ELF and EFL

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

テーマ・概要
多様な文化的・社会的背景を持った人々とのコミュニケーション能力を理解し身につけることを目標とし、国際共通語としての英語を理解
し使用する心構えについての知見を深めるとともに、英語教育の現場で国際共通語としての英語がとのような意味を持つのかを、コミュニ
ケーション学及び教育学的見地からも考察する。

DP1 DP2, DP5, DP8に準じ、コースワークを通して以下の目標をめざす。
・国際共通語としての英語(ELF)と外国語としての英語(ELF)の性質と実態を理解する。
・異文化間コミュニケーションに置ける国際共通語としての英語の役割を理解する。
・英語教育の現場に取り入れられるELFの側面はあるのか、あるならそれをどのように取り入れるのか、授業内で学んだことと自分でリ
サーチをしたことを元に、説得力のある議論ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

異文化コミュニケーション

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051415407

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Nativespeakerism（ネイティヴ神話）

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 90

Reading  and discussion 1
各自興味のある本・論文を読んで持ち寄り、シェア、ディスカッション

90

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 90

第9回 Reading and discussion 2
Intercultural communiationの難しさについて各自興味を持った論文やケーススタディを読み、シェア、ディスカッション

第7回

第8回

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

Conflit talk: ケーススタディ

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

Intercultural misunderstanding と　ELF: 1

90

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

Intercultural misunderstanding と ELF: 2

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む
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60

第11回

第12回

第13回

日本人論と英語教育

文部科学省文書のディスコース

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

グロービッシュ（これもありですか？）

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

英語教育と異文化コミュニケーションとELF: どのような課題があるのか

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

60

第10回

60

まとめとディスカッション：日本人と異文化間コミュニケーションの場でのELF

90

90

第15回

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む 60

Aグループ学生：プレゼンテーションとフィードバック

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

Bグループ学生：プレゼンテーションとフィードバック

授業の復習をし、与えられた課題に取り組む

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
教科書を読むことやリサーチをしてくることなど、毎回出された課題をやってきたことを前提に授業が進められる。
休んだ場合には必ず確認・準備しておくこと。
ペアやグループでのディスカッションの機会も毎回多く設けられ、各自クラスメートとシェアできる知識をあらかじめ自分のものとしてお
くことと、自分なりの考えを述べることを求められる。

成績評価の方法
授業への積極的な参加：40%
宿題その他の毎週の課題：30%
学期末試験：30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
以下の著作物の一部を含め、適宜配布物が渡される。
Befu, H. (2001). Hegemony of homogeneity:; An anthropological analysis of nihonjnron. Trans Pacific Press. 
Holmes, P. and Derivin, F. (Eds.). (2016). The cultural and intercultural dimentions of English a a lingua franca. 
Multilingual Matters.
Houghton, S. A. and Rivers, D. J. (Eds.). (2013). Native-speakerism in Japan: Intergroup dynamics of foreign language 
education. Multilingual Matters.
Jenkins, J. (2007). English as a lingua franca:  Attitude and identity. Oxford Univeristy Press.
Jenkins, J. (2014). Global Engishes: A resource book for students. Routledge.
Kirkpatrick, A. (2007). World Englishes: Inplications for international communication and English language teaching. 
Paperback with audio CD. Cambridge University Press.
Pavlenko, A. and Blackledge, A. (Eds.). (2004). Negotiation of indentities in multilingual contexts.  Multilingual Matters.
Quirk, R. and Widdowson, H. (Eds.). (1985). English in the world:　Teaching and learning of language and literature. 
Cambridge Unviersity Press.
Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a lingua franca. Oxford University Press.
ジャン＝ポール・ネリエール, デイビッド・ホン.　　（２０１１）. 『世界のグロービッシュ』　東洋経済新報社.

参考書
適宜指示がある

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

通訳者の仕事について
どのような異文化間コミュニケーションの場に臨むのか

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

通訳とは：基本的な通訳理論

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

通訳者の仕事の実例
受講生のリサーチ発表

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

テーマ・概要
通訳の作業は単なる言語変換でなく、言語を介したコミュニケーションである。近年、英語通訳者が通訳する場面は、英語圏出身者だけで
なく、アジア圏、アフリカ圏、ヨーロッバ圏、南米などの人々も集まる場であることが多く、アングロサクソン的価値観に加え、その他の
文化的価値観にも対応できることが期待されている。そこで、そのように多様な文化的・社会的背景を持った人々とのコミュニケーション
能力を育成することを目標とし、そのコミュニケーションの場で使われる英語にはどのような英語がふさわしいのか、どのような態度でコ
ミュニケーションに臨むべきなのかを、通訳者の英語を一つのモデルと考えて考える。通訳者の使う英語、コミュニケーションに対する考
え方、事前の準備やその場での対応など、具体例も含めて紹介されるだけでなく、実際に通訳を模擬体験する機会が設けられるので、その
体験を通じて理解をさらに深める。

DP1 DP2, DP5, DP8に準じ、コースワークを通して以下の目標をめざす。
・コミュニケーション行為としての通訳を理解する
・異文化交流でどのような言語的・文化的配慮が必要かを理解する

到達目標

授業の計画と準備学修

異文化交流

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051415408

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コンテクストの分析：異文化の架け橋となる際に意識すべきコンテクストの要素とふさわしい言語表現

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

通訳事前リサーチの実践：注意すべき事項（言語面のタブーや配慮など含める）を念頭に

60分

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

第9回 通訳ガイドと異文化コミュニケーションと英語
各自リサーチと発表

第7回

第8回

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

英日通訳実践
日英通訳実践

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

自分の通訳セルフ＆ピア・レビュー
教員からのフィードバック

60分

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

ネイティブの英語、ノンネイティブの英語

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。
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60分

第11回

第12回

第13回

通訳ガイドだったら・・・シミュレーションとリサーチ 1

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

通訳ガイドだったら・・・シミュレーションとリサーチ 2

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

通訳ガイド演習 in class

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

第10回

60分

通訳ガイド　見学・観察

60分

60分

第15回

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

60分

見学のまとめと発表

指示に従って準備・復習をすること。
授業は予習を前提に行われるため、必ず準備をして授業に望むこと。

Final exam

指示に従って準備・復習をすること。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生が主体的にリサーチをしてディスカッションの材料を持ってくるように構成されている。
そのため、授業への積極的参加が非常に重要であり、休んだ場合には自らmake upすることが求められる。
毎週課題が課されるので、必ずやっておくこと。

成績評価の方法
授業への積極的な参加：40%
宿題その他の課題：30%
授業内試験: 30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N/A

テキスト
適宜配布物が渡される

参考書
授業中に紹介される

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクションー合衆国における黒人の存在

【復習】
今回分資料を再読。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

奴隷制の廃止からレコンストラクション まで (1865-1877)

【復習】
今回分資料を再読。

60

合衆国における黒人の存在—ドレッド・スコット判決　(1857)

【復習】
今回分資料を再読。

60

テーマ・概要
奴隷制とそのインパクトーアフリカ系アメリカ人の歴史
1865年の奴隷制の廃止から1960年代までの、アフリカ系アメリカ人が、アメリカ市民としての権利の獲得を目指した歴史をたどる。1857年
合衆国最高裁は、「ドレッド・スコット判決」で、黒人は合衆国市民ではないと判断した。その後、奴隷制の存続を巡った南北戦争が終わ
り、議会による憲法の修正を経て、アフリカ系アメリカ人は、晴れて法的に合衆国市民となる。しかし、それは名ばかりで、19世紀末から
20世紀にかけて、黒人は法のもとで、白人社会から隔離され、白人と平等に扱われることはなかった。このような状況が大きく変わるの
は、1954年に合衆国最高裁が公立学校における人種の分離を違憲と定めた「ブラウン判決」によってだった。これ以降、アフリカ系アメリ
カ人たちは、自分たちの社会的権利の拡大を目指して積極的に運動していくことになった。
　この授業では、20世紀半ばのアフリカ系アメリカ人による、公民権運動と呼ばれるこのような権利拡大のための運動を見ていき、アフリ
カ系アメリカ人の社会的地位がどのように変化したのかを確認したい。

1865年の奴隷制の廃止から1960年代までの、アフリカ系アメリカ人が、合衆国市民としての権利の獲得を目指した歴史を学ぶことで、以下
を達成することを目的とする。
1) 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解する。
2) 文化の多様性及び異文化交流の意義について理解する。
3) 合衆国の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解する。

　DP1（教養の修得）、DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP7（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能
力）を実現するため、次の3点を到達目標とする
1) アメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人の歴史について理解を深める。
2) 歴史的文献を現代の視点から分析する力を養う。
3) 様々な種類の英文を読解する力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語圏文化Ｉ

権田　建二

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415409

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「プレシー判決」と分離すれど平等の原則 (Plessy v. Ferguson) (1896)

【復習】
今回分資料を再読。

60

ジム・クロウの時代 (1880s to 1940s)

60

【復習】
今回分資料を再読。

60

第9回 エメット・ティルの死　(Emmett Till) (1955) とモンゴメリー・バス・ボイコット　(The Montgomery Bus Boycott) (1955-
1956)

第7回

第8回

【復習】
今回分資料を再読。

「ブラウン判決」と人種の統合  (i) (Brown v. Board of Education) (1954)

【復習】
今回分資料を再読。

60

「ブラウン判決」と人種の統合  (ii) (Brown v. Board of Education) (1954)

60

【復習】
今回分資料を再読。

60

マッシブ・レジスタンスとリトル・ロック　(The Little Rock Crisis) (1957-58)

【復習】
今回分資料を再読。
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60

第11回

第12回

第13回

抗議活動−−座り込みとフリーダム・ライダーズ (Student Sit-ins & Freedom Riders) (1955-1961)

【復習】
今回分資料を再読。

バーミンガム運動　(Birmingham Campaign) (1963)

【復習】
今回分資料を再読。

ワシントン大行進 (The March on Washington) (1963)

【復習】
今回分資料を再読。

60

第10回

60

「ラヴィング判決」 (Loving v. Virginia) (1967)

60

60

第15回

【復習】
今回分資料を再読。

60

マーチン・ルーサー・キング，Jr とマルコムX

【予習】
セルフレヴューに備えこれまでの学習内容を確認する。
【復習】
今回分資料を再読。

授業のまとめ・セルフレヴュー

【復習】この授業を振り返り、自分の理解度を点検し、不足て いる知識等を確認し学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的に講義形式です。教科書は使用しません。毎回こちらで用意するプリントをもとに授業を進めていきます。このため必ず辞書を携帯
してください。

成績評価の方法
授業内での毎回の課題であるリアクション・ペーパー（80%）と学期末のセルフ・レビュー（20%）によって判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特になし。

テキスト
この授業では一冊の決まった書籍を教科書として使いません。必要な文献等は毎回プリントにして配布します。

参考書
1)  Williams, Juan. Eyes on the Prize: America’s Civil Rights Years, 1954-1965. Penguin, 2013.
2)  Hampton, Henry, and Fayer, Steve, eds. Voices of Freedom: An Oral History of the Civil Rights Movement from the 1950s to 
through the 1980s. Bantam, 1991.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：［映画鑑賞］『夜の豹』Pal Joey（1957年、109分）

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（1）を作成する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

［テキスト精読］Pal Joey, Act One, Scenes 5-7 (pp.175-188)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（3）を作成する 120

［映画鑑賞］『夜の豹』（続き）：［テキスト精読］Pal Joey, Act One, Scenes 1-3 (pp.163-175)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（2）を作成する 60

テーマ・概要
《アメリカン・ミュージカル研究》1940年代に初演された以下の三つの作品の映画版・記録音源と、その舞台版脚本を検討することで、こ
れらの基本概念を具体的にどのように作品分析で用いるか、教室でのディスカッションを交えながら学んでいきます。
Pal Joey （1940年初演）
Show Boat（1944年初演）
As Thousands Cheer（1948年初演）

#1　1940年代に初演された代表的なアメリカン・ミュージカル作品三つについて、その成立の歴史、上演史、作品構造などを知る
#2　アメリカン・ミュージカルの通時的特徴と共時的特徴を学び、授業で扱った以外の作品を分析できるようになる
これらの目標を達成することによって、DP2・DP３およびDP7を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語圏文化II

日比野　啓

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415410

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

［テキスト精読］Pal Joey, Act Two, Scenes 1-2 (pp.189-203)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（4）を作成する 120

［テキスト精読］Pal Joey, Act Two, Scenes 3-5 (pp.203-218)

120

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（8）を作成する 120

第9回 ［テキスト精読］On the Town, Act One, Scene 10-11 & Act Two, Scene 1A (pp. 329-344)

第7回

第8回

アメリカン・ミュージカルとしてのPal Joeyの特徴について学んだことを整理し、復習シート（1）を
作成する

［映画鑑賞］『踊る大紐育』On the Town（1949年、98分）

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（5）を作成する 120

［映画鑑賞］『踊る大紐育』（続き）：［テキスト精読］On the Town, Act One, Scenes 1-5 (pp. 297-311)

60

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（6）を作成する 120

［テキスト精読］On the Town, Act One, Scenes 6-10 (pp. 311-329)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（7）を作成する
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120

第11回

第12回

第13回

［テキスト精読］On the Town, Act Two, Scenes 1B-6 (pp. 344-358)

アメリカン・ミュージカルとしてのOn the Townの特徴について学んだことを整理し、復習シート（2）
を作成する

［映画鑑賞］『キス・ミー・ケイト』Kiss Me Kate（1953年、110分）

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（9）を作成する

［映画鑑賞］『キス・ミー・ケイト』（続き）：［テキスト精読］Kiss Me Kate, Act One, Scenes 1-4 (pp.443-461)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（10）を作成する

120

第10回

120

［テキスト精読］Kiss Me Kate, Act One, Scenes 5-6(pp. 461-479)

120

120

第15回

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（11）を作成する 120

［テキスト精読］Kiss Me Kate, Act One, Scenes 7-9 & Act Two, Scene 1-3 (pp. 479-500)

翌週に扱う範囲のテクストを読み、予習シート（12）を作成する

［テキスト精読］Kiss Me Kate,Act Two, Scenes 4-8 (pp. 500-519)

アメリカン・ミュージカルとしてのKiss Me Kateの特徴について学んだことを整理し、復習シート
（3）を作成する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式が基本ですが、ディスカッションでは履修者の積極的な発言を求めます。
受講者が十分少なければ報告をしてもらうこともあるかもしれません。

成績評価の方法
コメントシート（4点×12回）48%
授業後課題（8点×3回）24%
授業への積極的な参加28%

試験は実施しません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教養カリキュラム・舞台芸術論を事前に履修していることがのぞましい。

テキスト
American Musicals: The Complete Books and Lyrics of Eight Broadway Classics 1927-1949Library of America, 2014. ISBN-13: 978-
1598532586

参考書
講義で随時指示。日本語の研究文献は皆無に等しいので、受講者の関心・意欲及び語学力に応じて、英語文献を紹介したり、あるいは講義
で引用したりします。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

These are examples of the topics that we will learn 
about in this class. The order of study and some of 
the topics are subject to change.

Course introduction: What is culture?

Introductory readings 60 minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Immigration

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

Native Americans

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

テーマ・概要
TOPICS IN AMERICAN CULTURE: This course provides students an opportunity to explore many different aspects of 
American culture. Areas of study will include the arts, popular entertainment, regional cultures, ethnic sub-cultures, 
government, gender, family relationships, politics, and youth culture. This class is taught all in English.

The first goal of this course is to increase students' knowledge and understanding of American culture. The second goal is 
to strengthen English skills through reading, discussion, and writing.

到達目標

授業の計画と準備学修

英語圏文化III

ヴァンベンタイゼン　ロバート

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415411

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Sports

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

TV

60 minutes

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

第9回 African American History and Culture

第7回

第8回

Reading assignment and preparation for 
discussion

Education System

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

Mid-term review and discussion

60 minutes

Reaction paper #1 60-120 
minutes

Government

Reading assignment and preparation for 
discussion
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60 minutes

第11回

第12回

第13回

Blues Music

Reading assignment and preparation for 
discussion

Asian American History and Culture

Reading assignment and preparation for 
discussion

Women's Rights

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

第10回

60 minutes

Review and Discussion

60 minutes

120
minutes

第15回

Reaction paper #2 60-120 
minutes

Discuss individual research topics

Research paper

Final discussion

Prepare discussion notes

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
Students will explore American culture through readings, and through visual and audio material. The focus will be on
 individual cases that illustrate more general issues in American culture. There will be a weekly reading assignment given 
as homework. Classwork will include discussion of readings, discussion of students' research, written responses to 
topics, and viewing of visual materials. All coursework will be conducted in English.

成績評価の方法
Classwork: 50% (active participation in class, preparation of homework assignments, completion of in-class 
assignments)
Reaction papers: 25% (short writing assignments in response to topics that have been covered in class)
Research paper: 25% (research on a topic of interest to the student)

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Learning materials will be distributed in class.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

These are examples of the topics that we will learn 
about in this class. The order of study and some of 
the topics are subject to change.

Course introduction
Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Family

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

Hispanic American History and Culture

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

テーマ・概要
TOPICS IN AMERICAN CULTURE:This course provides students an opportunity to explore many different aspects of 
American culture. Areas of study will include the arts, popular entertainment, regional cultures, ethnic sub-cultures, 
government, gender, religion, politics, and youth culture. This class is taught all in English.

The first goal of this course is to increase students' knowledge and understanding of American culture. The second goal is 
to strengthen English skills through reading, discussion and writing.

到達目標

授業の計画と準備学修

英語圏文化IV

ヴァンベンタイゼン　ロバート

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151415412

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Food

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

Guns

60 minutes

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

第9回 Business and Advertising

第7回

第8回

Reading assignment and preparation for 
discussion

Rock Music

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

Mid-term review and discussion

60 minutes

Reaction paper #! 60-120 
minutes

Regional Differences

Reading assignment and preparation for 
discussion
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60 minutes

第11回

第12回

第13回

Movies

Reading assignment and preparation for 
discussion

Movies

Reading assignment and preparation for 
discussion

Music: Jazz

Reading assignment and preparation for 
discussion

60 minutes

第10回

60 minutes

Review and discussion

60 minutes

60-120 
minutes

第15回

Reaction paper #2 60-120 
minutes

Discuss individual research topics

Individual topic research paper

Final discussion

Discussion notes

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
Students will explore American culture through readings, and through visual and audio material. The focus will be on 
individual cases that illustrate more general issues in American culture. There will be a weekly reading assignment given 
as homework. Classwork will include discussion of readings, discussion of students' research, written responses to topics, 
and viewing of visual materials. All coursework will be conducted in English.

成績評価の方法
Classwork: 50% (active participation in class, preparation of homework assignments, completion of in-class 
assignments)
Reaction papers: 25% (short writing assignments in response to topics that have been covered in class)
Research paper: 25% (research on a topic of interest to the student)

成績評価の基準
Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Learning materials will be distributed in class.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

通訳と翻訳：共通点と相違点の総括

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

通訳学と通訳理論の発展　2

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳学と通訳理論の発展　1

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

テーマ・概要
通訳や翻訳は、「縦のものを横に、横のものを縦に」すれば良いわけではありません。目指すのは、１つの言語（source language:起点言
語）で作り出された「メッセージ」を別の言語（target language:目標言語）で再構築し再表現することです。この授業では、翻訳と通訳
の理論を学び、実際に翻訳や通訳をしてみることで、そのことを各自体験してもらいます。前期は特に通訳理論が中心になります。担当教
員が、自身の会議通訳者としての実務経験に基づき、通訳者になるための訓練や、実際に通訳案件を受けてから業務当日までの流れ、クラ
イアントとのやりとりで気をつけておくべきことなど、現場での経験を解説します。

DP2に準じ、コースワークを通して以下の目標をめざす。
・翻訳と通訳に関する理論的関心と理解を深めること。
・実際に翻訳や通訳を経験し、自分なりに理論を消化し理解を発展させること。

到達目標

授業の計画と準備学修

翻訳・通訳セミナーＡ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415401

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

通訳理論、訓練と実践  1

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践  2

60

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

第9回 よりリアルな通訳実践　１

第7回

第8回

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

通訳理論、訓練と実践　３

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践　4

90

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践　５

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。
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90

第11回

第12回

第13回

よりリアルな通訳実践　2

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

よりリアルな通訳実践 3

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

Back to basics - 理論の見直し

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

第10回

90

よりリアルな通訳実践　4

90

90

第15回

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

よりリアルな通訳実践　5

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

通訳テストと全体の復習

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と実践演習の両方が行われます。
ペアワークやグループワークも多くありますので、予習復習をしたうえで積極的に参加することが求められます。
授業に積極的に参加することがこの授業ではもっとも重視されますので、欠席や遅刻には厳しい態度がとられます。
通訳の訓練と実践に関しては、クラス全員に聞こえる大きな声で日本語・英語で話せることが求められます。
学期末には、ターム・ペーパーを書くことが課されます。　
なお、毎週の授業計画は、クラス人数や授業の進度によって、変更されることがあります。

成績評価の方法
授業への貢献と授業中のパフォーマンス　　45%
課題の予習復習　　　                                   30%
学期末レポート　15%
学期末テスト　10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
ベルジュロ伊藤宏美　他　2009 「よくわかる逐次通訳」　東京外国語大学出版会

参考書
Gile, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins.
Pochhacker, F. and Schlesinger, M. (Eds.) 2001. The Interpreting Studies Reader. Routledge.
Munday， J. 2008. Introducing Translation Studies.. 2nd edition. Routledge.
Hatim, B. and Munday, J. 2004. Translation: An advanced resource book. Routledge.
Jones， R. 2002. Conference Interpreting Explained. 2nd edition. St. Jerome Publishing.
Seleskovitch， D. 1998. Interpreting for International Conferences. 3rd edition. Pen and Booth.
Baker， M. 2011.  In Other Words: A Course Book on Translation. Routledge.
ジェレミー・マンデイ（鳥飼玖美子訳）　2009 　「翻訳学入門」　みすず書房
小松達也　2005  「通訳の技術」研究社
水野真木子　他　2002　「グローバル時代の通訳」　三修社
村上春樹、柴田元幸」2000  「翻訳夜話」　文藝春秋
ノア・S・ブラネン、沢登春仁　1988「機能的翻訳のすすめ」バベル・プレス

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

通訳と翻訳：共通点と相違点の総括

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

通訳学と通訳理論の発展　2

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳学と通訳理論の発展　1

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

テーマ・概要
通訳や翻訳は、「縦のものを横に、横のものを縦に」すれば良いわけではありません。目指すのは、１つの言語（source language:起点言
語）で作り出された「メッセージ」を別の言語（target language:目標言語）で再構築し再表現することです。この授業では、通訳の理論
を学び、実際に通訳をしてみることで、そのことを各自経験してもらいます。担当教員が、自身の会議通訳者としての実務経験に基づき、
通訳者になるための訓練や、実際に通訳案件を受けてから業務当日までの流れ、クライアントとのやりとりで気をつけておくべきことな
ど、現場での経験を解説します。

DP２に準じ、コースワークを通して以下の目標を目指します。
・翻訳と通訳に関する理論的関心と理解を深めること。
・実際に翻訳や通訳を経験し、自分なりに理論を消化し理解を発展させること。

到達目標

授業の計画と準備学修

翻訳・通訳セミナーＢ

森住　史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415402

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

通訳理論、訓練と実践  1

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践  2

60

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

第9回 よりリアルな通訳実践　１

第7回

第8回

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

通訳理論、訓練と実践　３

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践　4

90

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

60

通訳理論、訓練と実践　５

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。
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90

第11回

第12回

第13回

よりリアルな通訳実践　2

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

よりリアルな通訳実践 3

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

Back to basics - 理論の見直し

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

第10回

90

よりリアルな通訳実践　4

90

90

第15回

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

90

よりリアルな通訳実践　5

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

通訳テストと全体の復習

学習内容を振り返り、理解を深める。
与えられた課題に取り組む。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
講義と実践演習の両方が行われます。
ペアワークやグループワークも多くありますので、予習復習をしたうえで積極的に参加することが求められます。
授業に積極的に参加することがこの授業ではもっとも重視されますので、欠席や遅刻には厳しい態度がとられます。
通訳の訓練と実践に関しては、クラス全員に聞こえる大きな声で日本語・英語で話せることが求められます。
学期末には、ターム・ペーパーを書くことが課されます。　
なお、毎週の授業計画は、クラス人数や授業の進度によって、変更されることがあります。

成績評価の方法
授業への貢献と授業中のパフォーマンス　　45%
課題の予習復習　　　                                   30%
学期末レポート　15%
学期末テスト　10%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
ベルジュロ伊藤宏美　他　2009 「よくわかる逐次通訳」　東京外国語大学出版会

参考書
Gile, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins.
Pochhacker, F. and Schlesinger, M. (Eds.) 2001. The Interpreting Studies Reader. Routledge.
Munday， J. 2008. Introducing Translation Studies.. 2nd edition. Routledge.
Hatim, B. and Munday, J. 2004. Translation: An advanced resource book. Routledge.
Jones， R. 2002. Conference Interpreting Explained. 2nd edition. St. Jerome Publishing.
Seleskovitch， D. 1998. Interpreting for International Conferences. 3rd edition. Pen and Booth.
Baker， M. 2011.  In Other Words: A Course Book on Translation. Routledge.
ジェレミー・マンデイ（鳥飼玖美子訳）　2009 　「翻訳学入門」　みすず書房
ベルジュロ伊藤宏美　他　2009 「よくわかる逐次通訳」　東京外国語大学出版会
小松達也　2005  「通訳の技術」研究社
水野真木子　他　2002　「グローバル時代の通訳」　三修社
村上春樹、柴田元幸」2000  「翻訳夜話」　文藝春秋
ノア・S・ブラネン、沢登春仁　1988「機能的翻訳のすすめ」バベル・プレス

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction and practice of active listening skills.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Various countries and identities in the UK.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

What is the UK?

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

テーマ・概要
Topics in British Culture is a content based course centered on the UK, its history and current events.

The purpose of this course is to familiarize students with different aspects of British culture. The course will focus
 the country and its people and some well known aspects of each of the countries in the UK. It will also present 
characteristics of being British including politics, family and humor. The course will also look at attitudes toward 
conservatism, multiculturalism, love of nature and formality and informality. Some of the less central issues such as eating 
habits, sports and holidays will also be presented. The course will also consider similarities and differences
 in Japanese culture.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　ＢｒＣ．　Ａ

ザブスラック　ロナルド　ステファン

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415403

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Ethnic identities and a comparison to Japan.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

The family and class and a comparison to Japan.

Between
60-90 
minutes

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

第9回 Sports and similarities in Japan.

第7回

第8回

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Perspectives toward nature and a comparison to 
Japan.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

Formality and privacy  and a comparison to 
Japan.

Between
60-90 
minutes

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Between
60-90 
minutes

Shopping and money.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.
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Between
60-90 
minutes

第11回

第12回

第13回

Food culture and customs.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Holidays and their history.

Prep: Read assigned handouts and 
create a summary of the key points.
Prepare the discussion questions.

Choose and research a topic on British culture you are interested in and create a poster presentation.

Prepare your poster presentation.

Between
60-90 
minutes

第10回

Between
60-90 
minutes

Poster presentations and student evaluations.

Between
60-90 
minutes

Between
60-90 
minutes

第15回

Prepare your poster presentation. Between
60-90 
minutes

Poster presentations and student evaluations.

Prepare a response paper from 
classmates' evaluations.

Review and feedback

Feedback

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
Each class will discuss a particular topic. This is a student centered class, which means that homework and class 
preparation are absolutely necessary. A reading will be assigned every  week and will be the basis of each discussion. Most 
of the classes will be group work and student presentations as well as student feedback, discussion and evaluation of other 
students work. Class participation means coming prepared and adding your ideas to each class and discussion.　Attendance is 
important not only for understanding the content but for group work and presentations.

成績評価の方法
The final grade will be based on the following criteria: 
1) Classroom participation: 30%
2) Quizzes, homework assignments, reports: 30%
3) Exams and projects (mid-terms, finals, etc.): 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
This class is suitable for intermediate to advanced students. An electronic dictionary for use in class is necessary as
 cell phone use in class is not allowed.

テキスト
There is no text. Prints will be handed out in class.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Defining categories: innuendo, black humour, everyday life, satire, sarcasm and bullying, absurdity, surrealism, 
age differences, class, rogues, gender, camp, social discomfort, race, stereotype parody, burlesque, accepting 
eccentricity, practical jokes.

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Everyday life: Porridge and The IT Crowd

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

Black humour: The League of Gentlemen and Jam

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

テーマ・概要
The British sense of humour is often understood to be somehow different from that of American or Japanese people. This might 
be true, but how and why is this the case? This seminar explores the evolution and history of humour in Britain, from the 
middle ages to the present day. Along the way, students will gain an understanding of the cultural background. Sources 
examined include plays, poems, songs, novels, television, radio, film and new genres, such as podcasts.

Students can work – in small groups and by themselves – on all sorts of different types of material and have a lot of fun 
along the way. It is a valuable way to learn to understand various types of text as part of culture, as well as a great 
opportunity to use English in an interesting and stimulating way. 

This class will address DP6, DP7 and DP8.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　ＢｒＣ．　Ｂ

ラルフ　ジェイムズ　バーナビー

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415404

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Satire: The Long 18th Century, Hogarth, Swift and Pope

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

The sarcastic bully as antihero: Frankie Boyle, Blackadder and Fawlty Towers

60 minutes

Watching prep material and checking handouts. Preparing presentation. 60 minutes

第9回 LGBT Issues: Camp, Comedy and Social Change

第7回

第8回

Watching prep material and checking handouts.

Absurdity: From The Goons and Q to The Mighty Boosh

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

Surrealism: The Young Ones and Luxury Comedy

60 minutes

Watching prep material and checking handouts. 60 minutes

Class: Oscar Wilde’s Ernest and the three-man sketch

Watching prep material and checking handouts. Preparing presentation.
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60 minutes

第11回

第12回

第13回

Innuendo: Carry On and Beyond

Watching prep material and checking handouts.

The Sublime: Science Fiction and Fantasy as Comedy

Watching prep material and checking handouts.

Student Presentations

Watching prep material and checking handouts. Starting individual essay.

60 minutes

第10回

60 minutes

Rogues: The Pirates of Penzance, plus essay writing review.

Own time

90 minutes

第15回

Watching prep material and checking handouts. Continuing individual essay. Studying for 
test.

60 minutes

In-class test

Watching prep material, checking handouts and finishing final paper.

Summary of comedy forms. Final essays due

Reflecting on semester.

第14回

- 576 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
Classes will use mini-lectures and group work. There will be a balance between teacher-centred and student-centred sections 
of the lesson. As noted above, instruction will be in English.

成績評価の方法
Assessment will be based on the following:
In-class work and participation: 10%
Essay: 40%
Group presentations and projects: 25%
In-Class test: 25%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
N.A.

テキスト
Texts will be provided in the form of handouts and online materials. There is no set textbook for this seminar.

参考書
Other materials can be sourced individually depending on student research areas.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（授業内容、進め方等の説明）
宗教とは何か　1　（現代人と宗教）

（予習）シラバスを読んでおくこと 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

キリスト教とは何か　1　（キリスト教の概略）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

宗教とは何か　2　（宗教の定義）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

テーマ・概要
聖書入門
キリスト教は欧米の文化や思想に、そして今日では日本をも含んだ全世界の文化思想に大きな影響を与えています。そのキリスト教の基礎
となっているのが「聖書」という書物です。
この「聖書」の語る内容を、教会の牧師としての実務経験に基づき初歩から解説します。この学びを通して、キリスト教とは何かが見えて
きます。

(1)キリスト教の基本的な考え方について知ることができる。
(2)「聖書｣の概要について知ることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

キリスト教思潮Ａ

江口　再起

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415501

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

キリスト教とは何か　2　（キリスト教の歴史）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

旧約聖書　1　（全体の概略）

60

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

第9回 新約聖書　2　（パウロの手紙）

第7回

第8回

（復習）前回のノートを読んでおくこと

旧約聖書　2　（アダムとイブの物語）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

旧約聖書　3　（十戒）

60

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

新約聖書　1　（全体の概略）

（復習）前回のノートを読んでおくこと
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60

第11回

第12回

第13回

イエス・キリスト　1　（誕生物語）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

イエス・キリスト　2　（青年時代）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

イエス・キリスト　3　（その教え）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

60

第10回

60

イエス・キリスト　4　（その活動）

60

60

第15回

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

イエス・キリスト　5　（十字架と復活）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

授業内試験

（復習）ノート全体を読み返しておくこと

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式ですすめます（ノートを、きちんととって下さい）。

成績評価の方法
次の(1)と(2)から総合的に評価します。
(1)平常点（授業への参加状況・態度）30%
(2)授業内試験　　70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
●入門的な内容ですので、とくに予備知識は必要ありません。
●この「キリスト教思潮Ａ」の受講者は、できるだけ「キリスト教思潮Ｂ」も受講することをすすめます。

テキスト
「聖書」（日本聖書協会発行）　—　他の訳の「聖書」でもかまいません。

参考書
授業の中で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（授業内容、進め方等の説明）

（予習）シラバスを読んでおくこと 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

キリスト教の基本的な考え方　1　（神（キリスト）について）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

キリスト教という宗教（その歴史と概略）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

テーマ・概要
キリスト教的人間像　−　ルターの場合
キリスト教はヨーロッパ社会の基盤となっており、生活・文化・思想に大きな影響を与えています。
そこで歴史的にみて代表的なキリスト者の一人、16世紀のドイツの宗教改革者マルティン・ルターをとりあげ、そもそもキリスト教的人間
とは何か、ひいてはヨーロッパ的人間とは何かを教会の牧師としての実務経験に基づき初歩から解説します。

(1)キリスト教の基本的な考え方について知ることができる。
(2)ヨーロッパ社会とキリスト教の関係を知ることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

キリスト教思潮Ｂ

江口　再起

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415502

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

キリスト教の基本的な考え方　2　（人間について）

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

カトリックとプロテスタント

60

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

第9回 ルター　3　（改革運動）

第7回

第8回

（復習）前回のノートを読んでおくこと

宗教改革運動

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

ルター　1　（誕生と青年時代）

60

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

ルター　2　（塔の体験）

（復習）前回のノートを読んでおくこと
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60

第11回

第12回

第13回

宗教改革の三大原理　1　（聖書をめぐって）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

宗教改革の三大原理　2　（信仰をめぐって）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

宗教改革の三大原理　3　（教会をめぐって）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

60

第10回

60

ルターの影響　1　（職業・仕事について）

60

60

第15回

（復習）前回のノートを読んでおくこと 60

ルターの影響　2　（良心について）

（復習）前回のノートを読んでおくこと

授業内試験

（復習）ノート全体を読み返しておくこと

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式ですすめます（ノートを、きちんととって下さい）。

成績評価の方法
次の(1)と(2)から総合的に評価します。
(1)平常点（授業への参加状況・態度）30%
(2)授業内試験　　70%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
できるだけ「キリスト教思潮Ａ」を受講しておくことが望ましい。
ただし、入門的な内容なので予備知識がない人でも、わかると思います。

テキスト
江口再起『ルターと宗教改革500年』（NHK出版、カルチャーラジオ・歴史再発見）

参考書
授業の中で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ヨーロッパ文学への展望。①文学とはなにか？②言語芸術作品の諸ジャンルについて。③現代人として
どうとりくむか？

ヨーロッパ古典文学のタイトルだけでも調べてほしい。その過程でなにか疑問が生ずるはず。古典とは
なにか？

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ギリシア神話の世界観・人間像からはじまる物語。
きわめて人間くさい神々。様々な物語がその後のヨーロッパ文芸に引用される。

ギリシア神話の概略知識。 60分

聖書からはじまる壮大な物語群。ヨーロッパ文学を知るにはまず旧約・新約聖書の基本的知識が必須である。天地創造からはじ
まる物語。

ユダヤ教・キリスト教についての基本的知識。 60分

テーマ・概要
ヨーロッパ世界の文学・文芸作品・作家について、年代的に重要トピックをあげて、解説・講義する。その際常に念頭におくのは、人間の
表現形態のひとつである文芸が、もっぱら言語によって行われる文化であるという点である。他の芸術ジャンルが五感に訴える形式である
のに、言語による芸術作品であることをつねら意識していきたい。そのために、言語圏の異なるヨーロッパとわれわれ日本の言語感覚のち
がいなども意識していくことになる。

文学(詩・戯曲・物語・近代小説・現代文学)には、それぞれ作者と読者のあいだの距離感がある。いきなりギリシア悲劇に共感できるわけ
でもなければ、たとえばジョイスの『ユリシーズ』を愛読できるわけでもない。それは、現代の読者とのさまざまな距離・意識・文化のち
がいが障壁となっている場合も多い。では、その障壁を越えて、どうそれら言語芸術作品とむかいあうかということを講義中に考えていき
たい。

到達目標

授業の計画と準備学修

ヨーロッパの文学Ａ

天沼　春樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415503

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

オデッセイからジェイムス・ジョイス『ユリシーズ』へ。

『オデッセイ』『イーリアス』についての基礎知識 60分

キリスト教聖書の物語から現代文学へ。『エデンの東』とトーマス・マン『ヨゼフとその兄弟たち』

60分

吟遊詩人の基礎知識を調べてくること。 60分

第9回 吟遊詩人・宮廷詩人、職掌歌人。ニュルンベルクのマイスター・ズィンガー、ハンス・ザックスとは？

第7回

第8回

『旧約聖書』創世記

聖書のなかのヒロインたち。『聖書を彩る女性たち』の物語

『旧約聖書』創世記 60分

ボッカチョ『デカメロン』。世俗文学の集大成。
ラテン的世界観・恋愛観。

60分

中世イタリアの地政学的基礎知識・歴史 60分

ゲルマンの神話・伝説。ジークフリートとは誰だったのか？神々の黄昏・ワルキューレなど、20世紀に
よみがえるゲルマンの魂!？とは。

ゲルマン民族の基本知識。勢力範囲。
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60分

第11回

第12回

第13回

民衆の口承文芸の世界。昔話・民話。シャルル・ペローとグリム兄弟の『子どもと家庭の童話集』の中身とは？

ヨーロッパの昔話・民話・伝説のいくつかを調べてみる。

近代・現代ヨーロッパ文学①女流文学の流れを追う。J.サンドからバージニア・ウルフ、そしてサガンと丸グリッド・デュラス
まで。

女流作家をリストアップしてみること。

近代・現代ヨーロッパ文学②ストーリーよりも人間の生き方。写実主義・自然主義、イズムの時代。

わかったようでわからない〇〇主義をそれぞれ下調べしておくこと。

60分

第10回

60分

近代・現代ヨーロッパ文学③ジェームス・ジョイス
『ユリシーズ』とはなにか？

60分

60分

第15回

ジョイス研究。伝記。 60分

近代・現代ヨーロッパ文学④カフカとカミュ、それぞれの闘いの手記。

実存主義について調べてみよう、

総括:文学はストーリーだけの話ではない。なぜ書くか、なにをどう書くか？　現代文学。ノーベル文学賞てなんだ？など様々な
疑問を問いかける。

レポートのための準備をはじめること。
作家・作品研究。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義による。適宜、図版、映像資料を提示します。

成績評価の方法
レポートによる。「ヨーロッパ文学のなかの一作品または一作家を選びレポートせよ」

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ヨーロッパの文学史であるが、すくなくとも年表程度の下調べがほしい。

テキスト
とくに定めないが、その都度紹介・指示する。文学史を読んだからといって理解・鑑賞に役立つとは限らない。ともかく一作品をじっくり
読みこんで、共感・批判・批評など自分の評価をきちんとだすこと。

参考書
その都度指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

レトリックとは何か、日本における受容

シラバスを読み、参考書などを探しておく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

古代ギリシア・ローマ文学とレトリックの成立

古代ギリシア・ローマ文学の参考書に目を通しておく。 90分

古典レトリック理論の概観

前週に指定された課題に取り組む。
参考書などを通して、レトリックの理論に自分でも触れてみる。

90分

テーマ・概要
【ヨーロッパ文学の展開とレトリック教育の影響】
ヨーロッパ文学、主にフランス文学の歴史を、レトリック（普通、弁論術あるいは修辞学と訳されている）とその教育の観点からたどりま
す。レトリックは、すでに古代ギリシア・ローマで弁論の技法として理論化されたものですが、中世、ルネサンスの文化を通じて後世に伝
えられ、現代欧米の文化の土台となっています。
この講義では、古代ギリシア・ローマから説き起こし、中世・ルネサンスを経て、16世紀以降のフランスへと進んでいきます。
作品を織り成す言語は、著作家が無から創造するわけではなく、著作家の属する社会のなかで育まれた言語能力から生み出されたもので
しょう。その能力は、著作家の個人的な努力によって磨かれた部分も当然あるわけですが、その土台の部分は著作家の受けた教育によって
形成されているはずです。近代までのヨーロッパにおいては、基礎教育を超えた部分は、実はレトリックを中心にすえた人文主義的な教育
理念が支配していました。
そこでこうした教育の実情を踏まえながら、各時代の作品をいくつか比較しながら検討し、教育の影響と教育を受容したり拒絶したりする
著作家の個性、あるいは時代の特性を見定めることが、新たな研究の目標です。
しかしながら、このような観点からの研究は、ほとんど未開拓の分野ですので、概論的な教科書を解説するという講義はできません。学生
のみなさんにも一緒に考えてもらいながら進めて行きたいと思います。なお、この内容の授業は今年度が最後になります。

DP6, DP7を実現するため、次の3点を到達目標とします。
・古代ギリシアから近代ヨーロッパまでフランスを軸として文学の流れをとらえることができる。
・ヨーロッパ文化におけるレトリックの重要性を理解することができる。
・レトリックの観点から文学作品を分析することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ヨーロッパの文学Ｂ

横山　裕人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251415504

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

演劇におけるレトリックの活用 : 古代ギリシア・ローマの演劇

指定されたエウリーピデースやセネカなどの作品に目をとおしておく。 90分

弁論におけるレトリックの活用 : キケローの弁論作品

90分

指定されたテクストに目を通す。 90分

第9回 人文主義教育の拡大：エラスムス

第7回

第8回

指定されたキケローのテクストに目を通す。

古代ギリシア・ローマ世界のレトリック教育：弁論予備練習と古代小説

指定された古代ギリシア・ローマの小説に目を通しておく。 90分

中世におけるレトリック

90分

指定されたテクストに目を通す。 90分

ルネサンス人文主義と古典レトリック復興：ペトラルカ

指定されたテクストに目を通す。
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90分

第11回

第12回

第13回

人文主義教育と16世紀フランス文学：ラブレー、モンテーニュ

指定されたテクストに目を通す。
フランス文学史の参考書に目を通す。

イエズス会の教育

指定されたテクストに目を通す。

17世紀フランス文学：コルネイユ

指定されたテクストに目を通す。

90分

第10回

90分

17世紀フランス文学：ラシーヌとイエズス会以外の教育

90分

90分

第15回

指定されたテクストに目を通す。 90分

中等教育と１９世紀フランス文学：フロベール。

指定されたテクストに目を通す。

中等教育とプルースト。

指定されたテクストに目を通す。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
講義が主ですが、可能であれば部分的に演習形式（文献講読やミニレポート）も取り入れたいと思います。必要に応じて映像（劇作の上
演）も見ます。
授業資料を事前に配布し、準備すべき事柄を指示しますので、必ず準備をしてきてください。
指定されたテクストは、日本語に訳されたものです。

成績評価の方法
小レポートや毎回のコメントペーパー(平常点として約2割)、期末試験（レポートの可能性もある）（約8割）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。レトリック理論と文学へのレトリックの影響について、どのくらい理解できている
かを評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は必要ありませんが、フランス語や古典語（ギリシア語・ラテン語）を少しでも学んでいると一層興味が湧くと思います。

テキスト
プリントを配布します。

参考書
1)古典レトリック理論
・ハインリッヒ・ラウスベルク著, 萬沢正美訳『文学修辞学 : 文学作品のレトリック分析』東京都立大学出版会, 2001. 
・オリヴィエ・ルブール著, 佐野泰雄訳『レトリック』白水社, 2000（文庫クセジュ833）. 
・ロラン・バルト著, 沢崎浩平訳『旧修辞学』みすず書房, 2005.
・サム・リース著, 松下祥子訳『レトリックの話　話のレトリック : アリストテレス修辞学から大統領のスピーチまで』論創社, 2014.
2)古代ギリシア・ローマ（ラテン）文学史
・松本仁助他著『ギリシア文学を学ぶ人のために』世界思想社, 1991.
・松本仁助他著『ラテン文学を学ぶ人のために』世界思想社, 1995.
・高橋宏幸著『はじめて学ぶラテン文学史』ミネルヴァ書房, 2008.
3)フランス文学史
・横山安由美他編著『はじめて学ぶフランス文学史』ミネルヴァ書房, 2002.
・柏木隆雄他編『エクリチュールの冒険 : 新編フランス文学史』大阪大学出版会, 2003.
詳しくは成蹊ポータルの授業資料で示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

日本語について

日本語文の構造について改めて意識的に考えてみる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

和歌の構文２

授業内容をよく復習する。 60

和歌の構文１

授業内容をよく復習する。 60

テーマ・概要
大学で４年間勉強していくうえで基礎になるものの考え方や調査方法を身につける。
具体的には、古典和歌の読解を通して、高校までの古文学習から大学での古典文学研究への橋渡しをすることを目指す。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①日本語のしくみについて、基本的な内容が理解できており、かつそれが読解に応用できる。
②古典和歌の表現のしくみについて、基本的な内容が理解できており、かつそれが読解に応用できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学入門 ａ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

和歌特有の語法

授業内容をよく復習する。 60

序詞１

60

授業内容をよく復習する。 60

第9回 自然と人事の二重構造１

第7回

第8回

授業内容をよく復習する。

序詞２

授業内容をよく復習する。 60

掛詞・縁語１

60

授業内容をよく復習する。 60

掛詞・縁語２

授業内容をよく復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

自然と人事の二重構造２

授業内容をよく復習する。

和歌のプレゼンテーション１

授業内容をよく復習する。

和歌のプレゼンテーション２

授業内容をよく復習する。

60

第10回

60

和歌のプレゼンテーション３

60

60

第15回

授業内容をよく復習する。 60

和歌のプレゼンテーション４

授業内容をよく復習する。

まとめ

後期の授業を振り返り、古典和歌を読解する際のポイントについて理解を深め、具体的に実践してみ
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
第１回～第１０回の授業は、前半はその回のポイントについての講義をし、後半は各自が与えられた課題を解くことを通してそれを具体的
に実践することになる。
第１１回～第１４回の授業は、学生のプレゼンテーションおよび質疑応答が中心となる。

成績評価の方法
平常点および授業中に課す課題やプレゼンテーションの内容を基に総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
特に次の点に着目し、その達成度により評価する。
①日本語のしくみに基づいて、古典和歌が読解できる。
②表現のしくみに基づいて、古典和歌が読解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「小説神髄」を読む（１）

復習を行う。 ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「小説神髄」を読む（３）

指定の課題を行う。 ６０

「小説神髄」を読む（２）

指定の課題を行う。 ６０

テーマ・概要
研究の基本的技術を実践的に身につける。

DP2(課題の発見と解決）、DP３（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力・発信力）の実現のため、以下を到達目標とす
る。
①テキストや人の意見に想像力を働かせ、適切に質問することができる。
②自ら課題を見出し、調査を行い、考えをまとめて適切に発表することができる。
③簡単な変体仮名や旧字体を読むことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学入門 ｂ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「小説神髄」を読む（４）

指定の課題を行う。 ６０

「小説神髄」を読む（５）

６０

指定の課題を行う。 ６０

第9回 短編テキストを読む（３）

第7回

第8回

指定の課題を行う。

「小説神髄」を読む（６）

指定の課題を行う。 ６０

短編テキストを読む（１）

６０

指定の課題を行う。 ６０

短編テキストを読む（２）

指定の課題を行う。
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６０

第11回

第12回

第13回

短編テキストを読む（４）

指定の課題を行う。

短編テキストを読む（５）

指定の課題を行う。

短編テキストを読む（６）

指定の課題を行う。

６０

第10回

６０

短編テキストを読む（７）

６０

６０

第15回

指定の課題を行う。 ６０

短編テキストを読む（８）

指定の課題を行う。

短編テキストを読む（９）

指定の課題を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義と、作業またはディスカッションとをおよそ半分ずつの目安で行う。
「小説神髄」については、内容把握とともに、変体仮名、旧字体を学ぶ。
短編テキストについては、授業中にテキストを決定し、一つのテキストについて複数の発表を戦わせる。

成績評価の方法
授業中の発表や発言と、授業内のレポートとをそれぞれ５０％程度の割り振りで評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
主としてプリントを用いる。相談のうえ、後半は文庫本等を用いる可能性がある。

参考書
授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 601 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

古典文学研究ガイダンス

シラバスを読んでおく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『浦島太郎』を読む１－記憶の中の浦島太郎

指定の課題を行う。 60分

前期レポートの講評

指定の課題を行う。 60分

テーマ・概要
『浦島太郎』の読解を通して、日本文学を研究する際に必要とされる基本的なアカデミックスキルを身に付ける。具体的には、先行研究を
調べるための情報収集力、的確に文章を理解するための読解力、自分の考えを相手に伝えるための表現力、古典文学の原本を丹念に読みと
く力、自ら課題を発見して探究する能力を実践的に習得する。

DP１（教養の修得）、DP2(課題の発見と解決）、DP３（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力・発信力）の実現のため、
以下の８点を到達目標とする。
①古典文学研究の基礎となる知識や考え方を身につける。
②古典文学のアカデミックな読み方を学ぶ。
③自分の考えを他人に分かりやすく伝えられる。
④文学作品を多角的に分析できる。
⑤発表のために必要な情報を収集できる。
⑥ことばの意味を調べ、文脈に沿って的確に解釈できる。
⑦チームで協力して発表できる。
⑧変体仮名を読むことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学入門 ｃ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『浦島太郎』を読む２－現代絵本の分析

指定の課題を行う。 60分

『浦島太郎』を読む３－巌谷小波「日本昔噺」原本と校訂本

60分

指定の課題を行う。 60分

第9回 グループ発表の準備

第7回

第8回

指定の課題を行う。

『浦島太郎』を読む４－江戸の版本・渋川版

指定の課題を行う。 60分

『浦島太郎』を読む５－注釈書をつかいこなす

60分

指定の課題を行う。 60分

『浦島太郎』を読む６－比較研究の手順

指定の課題を行う。
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60分

第11回

第12回

第13回

グループ発表１

指定の課題を行う。

グループ発表２

指定の課題を行う。

グループ発表３

指定の課題を行う。

60分

第10回

60分

『浦島太郎』を読む７－浦島子の伝説

60分

180分

第15回

指定の課題を行う。 60分

『浦島太郎』を読む８－変体仮名読解の基礎

変体仮名の解読を課題として行う。

まとめ

これまで読んだ箇所を復習。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
個人ワーク・グループワークを通して、古典文学の基礎的な研究力を身に付けたうえで、グループで発表を行い、クラス全体で討議する。

成績評価の方法
授業時の課題（２０％）と発表（３0％）、課題レポート（５0％）により総合的に評価する他、授業への積極的な取り組みをプラス評価と
して加算する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
授業時にプリントを配布する。

参考書
授業時に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
この授業の進め方について

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

くずし字の解読方法①

指定の課題を行う。 60

狂歌と『狂歌百鬼夜狂』について

指定の課題を行う。 60

テーマ・概要
平秩東作編『狂歌百鬼夜狂』（江戸の化け物を題に詠んだ狂歌の作品集）と鳥山石燕の妖怪画シリーズをつきあわせて読むことによって、
日本文学を読み解くのに必要な知識や文献の調査方法の基礎を学び、調べた内容をわかりやすくまとめて発表、討議する訓練を行う。また
作品を原本で読む際に必須となるくずし字解読のスキルを養う。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
・日本文学研究のための基礎的な文献調査の方法を身につける。
・簡単なくずし字を読むことができる。
・古典文法の知識に基づき、古文を自分の力で現代語訳することができる。
・調べたことをわかりやすくまとめ、発表することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学入門 ｄ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

くずし字の解読方法②

指定の課題を行う。 60

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む①

60

指定の課題を行う。 60

第9回 『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑤

第7回

第8回

指定の課題を行う。

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む②

指定の課題を行う。 60

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む③

60

指定の課題を行う。 60

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む④

指定の課題を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑥

指定の課題を行う。

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑦

指定の課題を行う。

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑧

指定の課題を行う。

60

第10回

60

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑨

60～

60

第15回

指定の課題を行う。 60

『画図百鬼夜行』シリーズと妖怪狂歌を読む⑩

指定の課題を行う。

到達度確認テスト

これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行う。　
これまでの学修内容を確認しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
はじめの数回は講義形式で行い、それ以降はグループワークを取り入れた演習形式をとる。
発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめること。
くずし字の小テストを行う。

成績評価の方法
授業への参加具合（小テスト等を含む）・発表60%、到達度確認テスト40%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本文学研究のための基礎的な文献調査の方法が身についたか。
・簡単なくずし字を読むことができるか。
・古典文法の知識に基づき、古文を自分の力で現代語訳することができるか。
・調べたことをわかりやすくまとめ、発表することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『字典かな』改訂版、笠間影印叢刊刊行会編、笠間書院、1972年、410円
ほか、プリントを配布する。

参考書
『くずし字解読辞典』普及版、児玉幸多編、東京堂出版、1993年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

シラバスを読み、授業の概略を確認する。 ３０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

詩歌論を読む

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

自筆原稿を読む
書誌について

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】　授業内容を振り返り用語の確認をするとともに、考察を深める。

６０分

テーマ・概要
文学研究のための方法の基礎を学ぶ。

（日本文学科）DP6実現のため以下を到達目標とする。
①文学作品の専門的な研究のあり方を知る。
②日本文学への関心を高め知識の幅を広げる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学研究の基礎

小橋　孝子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421102

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

詩歌の鑑賞①

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

詩歌の鑑賞②

６０分

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

第9回 歴史的文化的事象について

第7回

第8回

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】　授業内容を振り返り、考察を深める。

小説の語りと文体①

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

小説の語りと文体②

６０分

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

小説の語りと文体③

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。
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６０分

第11回

第12回

第13回

時代背景について

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

典拠について

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

先行論文を検討する

【予習】　配布プリントを読み、小レポートを作成する。
【復習】授業内容を振り返り、考察を深める。

６０分

第10回

６０分

論文の書き方について①

６０分

６０分

第15回

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、課題に取り組む。

６０分

論文の書き方について②

【予習】　配布プリントを読む。
【復習】授業内容を振り返り、学んだことを身につける。

まとめ

前期の学修を振り返り、考察を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。電子メールで受け付ける。

授業の方法
講義形式を中心としながら、受講生による小レポートの作成とそれに基づくディスカッションを取り入れる。また、リアクションペーパー
により、授業の双方向化を図る。

成績評価の方法
通常授業時の提出物（８０％）と期末レポート（２０％）によって評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業の中で随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

近代言語学の理論的な基礎を築いたソシュールの考え方の枠組みを紹介する。そこからどのようにして音韻論や意味論が成立し
たかを示す。

シラバスをよく読み、どのような授業が行われるのか、あらかじめ確認しておく。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【意味・語彙】意味論の基本的な原理を説明し、職業、年齢、性別、地域などによって使われる語彙が異なるありさま（位相
差）を見ていく。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

明治時代になって近代的な日本語研究が出発して、現代に至るまでの研究の経緯を概観する。特に文法の研究がどのように現在
のような形になったかを明らかにする。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

テーマ・概要
日本語学の基本的な研究分野、音韻、文字、語彙、文法、文体、意味、方言、辞書、語用論、認知言語学などを広く概観する。日本語とい
うと、普段使っていて今さら何を勉強するのか、と思う学生も少なくないかと思われるが、何気なく使っている日本語も、改めて見直して
みると、思いの外複雑な仕組みが背後にあることが了解できるのではないだろうか。

・日本語研究にはどのような研究分野があり、それぞれの分野の基本的な知識を身につける。
・日本語を自分で分析対象として検討する能力を身につける。
・卒業論文で日本語学を選択する学生にテーマを決めるきっかけを与える。
・将来国語の教員を目指す学生に知っておいてほしい基本的な日本語の知識を提供する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語研究の基礎

井島　正博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421103

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【文字】日本語には、平仮名、片仮名そして漢字が用いられるが、それらがどのようにして成立したのか、歴史的な変化の跡を
たどる。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【音韻・音声１】音韻論と音声学の違いを説明し、音声記号の表す内容を理解する。さらにそれらを組み合わせてどのように拍
（モーラ）が構成されるかを見る。

60分

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

第9回 【待遇表現】日本語の敬語のシステムは、世界的にも珍しいものであり、また敬語を表す語彙だけではなく、その背後にある原
理そのものが時代的に変化している。

第7回

第8回

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【音韻・音声２】歴史的な音韻・音声の変化を概観する。さらにアクセントの原理を説明し、アクセントの体系がどのように
なっているかを確認する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【文法１】文法に関しては、後期の「日本語法」で詳しく講義するが、それに先んじて、まず文法研究にはどのような研究分野
があるかを概説する。

60分

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【文法２】文法の研究分野は、ヴォイス（態）、アスペクト（相）、テンス（時制）、ムード（法）に大きく分けられるが、そ
れ以外の分野も含め簡単に通観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

【文体１】日本語学で文体というと、個人の文章の特徴を言うのではなく、一般的な文章の類型のことであるが、平安時代に成
立した文体の特徴を概観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【文体２】平安時代以降、どのように文体が変化していったのか、そして現代の文体までにどのようにつながっているのかを概
観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【辞書】辞書の項目の並べ方には、音引き、部首引き、意味分類の３つの方法があるが、それぞれの辞書がどのように成立した
のかを概観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

第10回

60分

【方言】方言がどのように区画に分けられるか、方言がどのような伝播の仕方をするか、方言の分布と地形がどのように関わる
かなど、いくつかのテーマで説明する。

60分

60分

第15回

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【語用論】語用論とはどのような研究分野であるか、また語用論の中にはさらにどのような領域があるかを具体的に見ていく。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【認知言語学】認知言語学は、およそ1980～90年代にアメリカで、いくつかの流派として成立した。その経緯と、それぞれどの
ような特徴を持っているかを概観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
テキストやプリントをもとに講義形式で行う。

成績評価の方法
毎回出席を採り、8割以上の出席者に対して学期末に試験を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
沖森卓也編『日本語概説』朝倉書店

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

【日本語文法の研究分野】1980年代後半以降に長足の展開を見た日本語文法の研究分野にはどのようなものがあるか、あらあら
と見渡してみる。

あらかじめシラバスをよく読み、日本語文法にはどのような研究領域があるのかを理解するとともに、
図書館などで関連する書籍を読んでおく。

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【主題】前回でハは情報構造という研究領域で働くと論じたが、そのなかでも「主題」を表すものである。それでは主題とはど
のようなものであるか、わかりやすく説明する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【ガとハ】しばしば問題にされるガとハとの使い分けに関して、従来はどちらも〝主語〟を表すと言われていたが、まったく違
う領域で働くことを明らかにする。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

テーマ・概要
1980年代後半から現在に至るまで、日本語の文法は長足の発展を見た。その間に展開された日本語文法の各研究分野、ヴォイス（使役・受
身など）、アスペクト・テンス、モダリティ（推量、否定疑問文など）、形式名詞述語文、主題、条件文、副助詞などの各研究分野の研究
成果を紹介する。

・日本語文法の各研究分野の現在の研究状況を知る。
・普段使っている日本語を、文法という観点で批判的に検討する力を身につける。
・卒業論文などで日本語文法をとる学生がテーマを探す一助となる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語法

井島　正博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【ヴォイス１受身】次にガであるが、これは他の格助詞ヲ・ニ・ヘ・ト・ヨリ・カラ・デとともに、格構造を表すものであるこ
とを示し、受身がその中でどのような現象であるかを明らかにする。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【ヴォイス２使役その他】欧米語では、受身と使役とはまったく異なった文法領域であるが、日本語では両者は対照的な文法現
象であることを示す。

60分

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

第9回 【アスペクトとテンス3】前回の講義を受けて、アスペクト表現全体がどのような体系をなすものであるのか、また主文だけでな
く従属文のアスペクトにも言及する。

第7回

第8回

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【授受動詞】ヤル・クレル・モラウというやりもらいの表現を授受表現と言うが、これは前回・前々回に見たヴォイスと共通す
る原理が働いていることを示す。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【アスペクトとテンス１】まず、テンスに関して、従来は単純に過去・現在・未来を表す表現であると考えられてきたが、視点
の置き方と深く関わることを明らかにする。

60分

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【アスペクトとテンス２】アスペクトの表現の中でも、テイルがどのような働きをしているか、「続ける」などと対比しながら
解明していく。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

【モダリティ１】モダリティとは、話し手が命題（文の事柄的部分）をどのようなものと位置づけるか、聞き手にどのように持
ちかけるかを表す部分であるが、特に推量に関して概観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【モダリティ2】モダリティの中で最も研究が進んだ領域は、推量であるが、それ以外の研究分野、比定疑問文や命令文などにつ
いて概観する。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【ノダ文・形式名詞述語文】文末に用いるノダはどのように用いるのか、すぐに説明できる人は少ないのではなかろうか。見え
にくいノダやコトダ・モノダ・ワケダ等の使い方を見ていく。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

第10回

60分

【文末表現】すでに見た、推量助動詞・比定疑問文・ノダ文あるいはそれ以外の形式名詞述語文も一種の文末表現であるが、終
助詞などそれ以外の文末表現の働きも見ていく。

60分

60分

第15回

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

60分

【条件表現】順接・逆接、あるいは仮定・確定といった基準で分類される条件表現が、どのような仕組みであるのか―決して論
理的関係ではない―を明らかにする。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

【副助詞】副助詞は名前の通り、意味を〝添える〟働きの助詞ではない。それではどのような働きをしているのか、それぞれの
助詞の分析を通して明らかにする。

【復習】前回の講義の内容やプリントを改めて振り返って、よく理解できなかったところは図書館など
で確認する。
【予習】次の講義内容を前もって図書館などで調べておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
テキストやプリントをもとに講義形式で行う。

成績評価の方法
毎回出席を採り、8割以上の出席者に対して学期末に試験を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
なし

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 621 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
担当する和歌を決める。

当日配布するプリントをよく読み、どのような手順で調査をするのか概要を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査２

第１回の授業で配布されたプリントに基づき、重要だと思うポイントを明確にしてくる。 60

調査１

第１回の授業で配布されたプリントに基づき、重要だと思うポイントを明確にしてくる。 60

テーマ・概要
『古今和歌集』の読解演習。
古典文学作品を正しく解釈するためには、本文の異同を調査したり、語句の用例を調べたり、場合によっては諸注釈書や論文に目を通して
問題点を整理したりするなど、様々な過程が必要となる。この授業では、それらの調査を実際に体験してもらうことを通して、作品解釈の
手順や方法を身につけてもらうことをねらいとする。解釈そのものではなく、その解釈を支える根拠に目を向けてもらいたい。どういう資
料に即した時に何が言えて何が言えないのか、「分からない」ということが分かる力も作品解釈には必要不可欠である。１〜２首の和歌に
ついて、各自が調べたことの報告およびそれに基づいての討論が中心となる。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究Ｉ ａ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

調査３

第１回の授業で配布されたプリントに基づき、重要だと思うポイントを明確にしてくる。 60

発表１

60

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

第9回 発表３

第7回

第8回

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

討議１

発表内容を踏まえながら、議論すべきポイントやそのために必要なデータなどについて、明確にしてく
る。

60

発表２

60

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

討議２

発表内容を踏まえながら、議論すべきポイントやそのために必要なデータなどについて、明確にしてく
る。
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60

第11回

第12回

第13回

討議３

発表内容を踏まえながら、議論すべきポイントやそのために必要なデータなどについて、明確にしてく
る。

発表４

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

討議４

発表内容を踏まえながら、議論すべきポイントやそのために必要なデータなどについて、明確にしてく
る。

60

第10回

60

発表５

60

60

第15回

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

討議５

発表内容を踏まえながら、議論すべきポイントやそのために必要なデータなどについて、明確にしてく
る。

まとめ

前期の授業を振り返り、古典和歌読解の際のポイントや調査の仕方などについて確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。具体的には、平安時代の「歌合」の方法を体験してもらいたいと考えている。
前期は、発表と討議とを隔週で行う。

成績評価の方法
演習への参加度合２０％・口頭発表５０％・レポート課題（場合によっては学期末試験）３０％に基づいて評価する。詳細は授業中に説明
する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
授業中に説明する。

参考書
授業中に説明する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
担当する和歌を決める。

前期に配布したプリントをよく読み、どのような手順で調査をするのか概要を再確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と討議２

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

60

発表と討議１

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

60

テーマ・概要
『古今和歌集』の読解演習。
古典文学作品を正しく解釈するためには、本文の異同を調査したり、語句の用例を調べたり、場合によっては諸注釈書や論文に目を通して
問題点を整理したりするなど、様々な過程が必要となる。この授業では、それらの調査を実際に体験してもらうことを通して、作品解釈の
手順や方法を身につけてもらうことをねらいとする。解釈そのものではなく、その解釈を支える根拠に目を向けてもらいたい。どういう資
料に即した時に何が言えて何が言えないのか、「分からない」ということが分かる力も作品解釈には必要不可欠である。１〜２首の和歌に
ついて、各自が調べたことの報告およびそれに基づいての討論が中心となる。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究II ａ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表と討議３

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

60

発表と討議４

60

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

第9回 発表と討議８

第7回

第8回

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

発表と討議５

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

60

発表と討議６

60

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

発表と討議７

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる
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60

第11回

第12回

第13回

発表と討議９

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

発表と討議１０

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

発表と討議１１

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

60

第10回

60

発表と討議１２

60

60

第15回

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる。

60

発表と討議１３

発表予定の和歌について、自分なりに意味を考え、重要だと思うポイント、質問すべき事柄などを明確
にしてくる

まとめ

後期の授業を振り返り、古典和歌読解の際のポイントや調査の仕方などについて確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。具体的には、平安時代の「歌合」の方法を体験してもらいたいと考えている。

成績評価の方法
演習への参加度合・口頭発表・レポート課題（場合によっては学期末試験）に基づいて評価する。詳細は授業中に説明する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
授業中に説明する。

参考書
授業中に説明する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

『落窪物語』に関する基礎的な知識を確認しておく。 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表①

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

調査方法の説明、レジュメの作り方の説明

研究発表の方法について学んだことを整理する。 ６０分

テーマ・概要
　「古典文学基礎研究Ⅰ・Ⅱ」のｂクラスでは、『落窪物語』を読んでいきます。
　この物語は、シンデレラなどと共通する話型を持つ継子虐めの物語です。継母による継子の虐待→貴公子との出会い→さらなる試練→貴
公子との幸せな生活→継母に対する復讐、と物語は展開していきます。ストーリーの起伏の大きさや登場人物の役割の明確さなど、現代で
も文句なく楽しめる作品と言ってよいでしょう。前期には、貴公子との幸せな生活までを読んでいきたいと思います。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、ＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正
確に伝達する能力）を実現するため、次の４点を到達目標とします。
　①辞書などを参照すれば、古文を正確に訳すことができる。
　②変体仮名表を参照すれば、変体仮名を読むことができる。
　③『落窪物語』について、ゼミ発表・レポート作成を適切に行うことができる。
　④討論に参加することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究Ｉ ｂ

吉野　瑞恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表②

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表③

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

第9回 発表⑦

第7回

第8回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表④

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑤

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑥

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。
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６０分

第11回

第12回

第13回

発表⑧

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表⑨

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表⑩

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

第10回

６０分

発表⑪

６０分

６０分

第15回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑫

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表の振り返りと総括

これまで学んだ内容を振り返り、発表方法の改善点についてまとめておく。

第14回
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授業後に質問を受け付けます。

授業の方法
・「古典文学基礎研究Ⅰ・Ⅱ」のｂクラスでは、前期と後期のどちらか一方で１回、発表をしてもらいます。
・毎回、発表にひきつづき、討論を行います。参加者は、遠慮せずにどんどん発言・質問をしてください。二回に一回は必ず発言するよう
にして下さい。
・毎回、発表の前に小テストを行います。その日の発表範囲を読んできたか、前回までのあらすじが頭に入っているか、重要単語を覚えて
いるか、古典文法を理解しているか、変体仮名を読むことができるか、などを確認するための小テストです。
＊発表者は、少なくとも発表の２週間前から準備をしてください。
＊発表者以外は、その日の発表範囲をあらかじめよく読み、単語や文法を確認してきてください。学修時間の目安は60分です。

成績評価の方法
3分の2以上の出席を単位取得の前提とします。
小テストを30％、発表・討論での発言・レポートを70％、の割合で評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
　①辞書などを参照すれば、古文を正確に訳すことができるか。
　②変体仮名表を参照すれば、変体仮名を読むことができるか。
　③『落窪物語』について、ゼミ発表・レポート作成を適切に行うことができるか。
　④討論に参加することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校の古文で学習した文法の基礎知識が必要です。

テキスト
『新版　落窪物語　上　現代語訳付き』（室城秀之訳注、角川ソフィア文庫、2004年、1080円、ISBN-13: 978-4043742011）

参考書
参考書は、授業中に紹介します。
毎回の授業に、古語辞典（古語辞典が含まれていれば電子辞書でも可）を持ってきてください。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

発表①

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表③

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表②

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

テーマ・概要
　「古典文学基礎研究Ⅰ・Ⅱ」のｂクラスでは、『落窪物語』を読んでいきます。
　この物語は、シンデレラなどと共通する話型を持つ継子虐めの物語です。継母による継子の虐待→貴公子との出会い→さらなる試練→貴
公子との幸せな生活→継母に対する復讐、と物語は展開していきます。ストーリーの起伏の大きさや登場人物の役割の明確さなど、現代で
も文句なく楽しめる作品と言ってよいでしょう。後期には、継母に対する復讐を中心に読んでいきたいと思います。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、ＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正
確に伝達する能力）を実現するため、次の４点を到達目標とします。
　①辞書などを参照すれば、古文を正確に訳すことができる。
　②変体仮名表を参照すれば、変体仮名を読むことができる。
　③『落窪物語』について、ゼミ発表・レポート作成を適切に行うことができる。
　④討論に参加することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究II ｂ

吉野　瑞恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表④

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑤

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

第9回 発表⑨

第7回

第8回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表⑥

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑦

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑧

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。
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６０分

第11回

第12回

第13回

発表⑩

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表⑪

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表⑫

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

第10回

６０分

発表⑬

６０分

６０分

第15回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

６０分

発表⑭

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読し、小テストに備える。

発表の振り返りと総括

これまでの物語の内容を振り返るとともに、レポートのテーマを考える。

第14回
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授業後に質問を受け付けます。

授業の方法
・「古典文学基礎研究Ⅰ・Ⅱ」のｂクラスでは、前期と後期のどちらか一方で１回、発表をしてもらいます。
・毎回、発表にひきつづき、討論を行います。参加者は、遠慮せずにどんどん発言・質問をしてください。二回に一回は必ず発言するよう
にして下さい。
・毎回、発表の前に小テストを行います。その日の発表範囲を読んできたか、前回までのあらすじが頭に入っているか、重要単語を覚えて
いるか、古典文法を理解しているか、変体仮名を読むことができるか、などを確認するための小テストです。
＊発表者は、少なくとも発表の２週間前から準備をしてください。
＊発表者以外は、その日の発表範囲をあらかじめよく読み、単語や文法を確認してきてください。学修時間の目安は60分です。

成績評価の方法
3分の2以上の出席を単位取得の前提とします。
小テストを30％、発表・討論での発言・レポートを70％、の割合で評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
　①辞書などを参照すれば、古文を正確に訳すことができるか。
　②変体仮名表を参照すれば、変体仮名を読むことができるか。
　③『落窪物語』について、ゼミ発表・レポート作成を適切に行うことができるか。
　④討論に参加することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校の古文で学習した文法の基礎知識が必要です。

テキスト
『新版　落窪物語　下　現代語訳付き』（室城秀之訳注、角川ソフィア文庫、2004年、1037円、ISBN-13: 978-4043742028）

参考書
参考書は、授業中に紹介します。
毎回の授業に、古語辞典（古語辞典が含まれていれば電子辞書でも可）を持ってきてください。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 637 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス・暮らしの中の変体仮名

予習：シラバスを読んでおく、復習：配布プリントの確認 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宇治拾遺物語ことはじめ

予習：授業時に指定する課題を行う。復習：配布プリントで授業内容を復習。 60分

変体仮名の基礎

予習：宇治拾遺物語から興味のある章段を一つ選ぶ。復習：授業で学んだ変体仮名の確認。 60分

テーマ・概要
『宇治拾遺物語』を変体仮名で読む。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）、DP8（他者理解能力・自己伝達能力）を実現するため、以下の
五点を到達目標とする。
①変体仮名を読み解くことができる。
②宇治拾遺物語の担当章段の一語一語に注釈をつけ、内容を十分に理解できる。
③宇治拾遺物語の担当章段の内容をわかりやすくプレゼンテーションできる。
④宇治拾遺物語の担当章段について自分なりの視点で問題点を見つけ出して考察できる。
⑤宇治拾遺物語について多角的にディスカッションできる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究Ｉ ｃ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

演習ガイダンス（教員による模擬発表など）

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション１

60分

到達度確認テストに向けての準備。 180分

第9回 到達度確認テスト１

第7回

第8回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション２

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション３

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション４

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

担当者による発表とディスカッション５

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション６

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション７

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

60分

第10回

60分

担当者による発表とディスカッション８

60分

180分

第15回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

到達度確認テスト２

到達度確認テストに向けての準備。

まとめ

半期の学びを復習し、疑問点を明らかにしておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者は必ず口頭発表を行う。発表の際には、発表資料を作成し、それを授業時に配布したうえで、口頭発表を行う。発表後に発表内容に
ついて参加者全員でディスカッションを行う。

成績評価の方法
発表内容（４０％）、到達度確認テスト（４０％）、授業への積極的参加・発言（２０％）で総合的に評価する。発言など、授業への積極
的な参加を重視する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
変体仮名の読解には古典文法の知識と文脈把握力も必要です。古典文法が苦手な人は文法の参考書などで復習しておいてください。

テキスト
『字典かな（改訂版）』（笠間書院）360円
その他、授業中に指示する他、適宜プリントを配布。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

予習：シラバスを読んでおく、復習：配布プリントの確認 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

担当者による発表とディスカッション２

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション１

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

テーマ・概要
『宇治拾遺物語』を変体仮名で読む。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）、DP8（他者理解能力・自己伝達能力）を実現するため、以下の
五点を到達目標とする。
①変体仮名を読み解くことができる。
②宇治拾遺物語の担当章段の一語一語に注釈をつけ、内容を十分に理解できる。
③宇治拾遺物語の担当章段の内容をわかりやすくプレゼンテーションできる。
④宇治拾遺物語の担当章段について自分なりの視点で問題点を見つけ出して考察できる。
⑤宇治拾遺物語の内容と編者について多角的にディスカッションできる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究II ｃ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

担当者による発表とディスカッション３

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

到達度確認テスト１

180分

到達度確認テストに向けての準備 180分

第9回 到達度確認テスト２

第7回

第8回

到達度確認テストに向けての準備

担当者による発表とディスカッション４

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション５

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション６

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

担当者による発表とディスカッション７

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション８

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション９

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

60分

第10回

60分

宇治拾遺物語を語る

60分

180分

第15回

自分の担当章段の内容や魅力について、自分のことばで語れるようにまとめておく。 120分

到達度確認テスト3

到達度確認テストに向けての準備。

まとめ

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
受講者は必ず口頭発表を行う。発表の際には、発表資料を作成し、それを授業時に配布したうえで、口頭発表を行う。発表後に発表内容に
ついて参加者全員でディスカッションを行う。

成績評価の方法
発表内容（４０％）、到達度確認テスト（４０％）、授業への積極的参加・発言（２０％）で総合的に評価する。授業への積極的参加（発
言）を重視する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
変体仮名の読解には古典文法の知識と文脈把握力も必要です。古典文法が苦手な人は文法の参考書などで復習しておいてください。

テキスト
『字典かな（改訂版）』（笠間書院）360円
その他、授業時に指示、適宜プリントを配布。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の進め方について

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

芭蕉と『おくのほそ道』について

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

俳句と俳諧

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

テーマ・概要
芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師であるが、芭蕉によって見出された季節感や美意識は、現代を生きる私たちの中に今なお息づいてい
る。この授業では、芭蕉の紀行文『おくのほそ道』を中尾本の影印をテキストとして精読することを通じて、古典文学の基本的な読解方法
について学ぶ。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己
を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
・近世文学の基本的な調べ方や、テキストの扱い方を習得する。 
・江戸時代の文献等を調査し、作品の読みを深める。
・先行する文芸作品との関係を考え、『おくのほそ道』の俳文・紀行文としての特徴を理解する。 
・調べたことをわかりやすく口頭発表し、討議することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究Ｉ ｄ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

模擬発表

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

『おくのほそ道』発表①

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

第9回 『おくのほそ道』発表⑤

第7回

第8回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表②

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表③

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表④

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。
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60

第11回

第12回

第13回

『おくのほそ道』発表⑥

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑦

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑧

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

第10回

60

『おくのほそ道』発表⑨

60

60

第15回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表⑩

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑪

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
はじめの数回は講義を行い、教員による模擬発表の後、受講者が発表し、参加者全員で質疑応答を行う演習形式とする。
担当箇所は授業時に指定する。
発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめること。発表後のディスカッションに積極的に加わることができるよ
う、発表者以外もテキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
毎回小テストを行い、予習・復習ができているか確認する。

成績評価の方法
発表40%、発表に対する発言等、授業への参加具合・小テスト30%、課題レポート30%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・近世文学の基本的な調べ方や、テキストの扱い方を習得できたか。 
・江戸時代の文献等を調査し、作品の読みを深めることができたか。
・先行する文芸作品との関係を考え、『おくのほそ道』の俳文・紀行文としての特徴を理解したか。 
・調べたことをわかりやすく口頭発表し、討議することができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『新版　おくのほそ道』潁原退蔵・尾形仂訳注、角川書店、2003年、778円
ほか、プリントを配布する。

参考書
『芭蕉自筆　奥の細道』上野 洋三・桜井 武次郎編、岩波書店、1997年
『新編日本文学全集71　松尾芭蕉集②』井本農一・久富哲雄・村松友次・堀切実校注・訳、小学館、1997年
ほか、授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

『おくのほそ道』発表①

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『おくのほそ道』発表③

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表②

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

テーマ・概要
芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師であるが、芭蕉によって見出された季節感や美意識は、現代を生きる私たちの中に今なお息づいてい
る。この授業では、芭蕉の紀行文『おくのほそ道』を中尾本の影印をテキストとして精読することを通じて、古典文学の基本的な読解方法
について学ぶ。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己
を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
・近世文学の基本的な調べ方や、テキストの扱い方を習得する。 
・江戸時代の文献等を調査し、作品の読みを深める。
・先行する文芸作品との関係を考え、『おくのほそ道』の俳文・紀行文としての特徴を理解する。 
・調べたことをわかりやすく口頭発表し、討議することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古典文学基礎研究II ｄ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『おくのほそ道』発表④

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表⑤

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

第9回 『おくのほそ道』発表⑨

第7回

第8回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑥

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表⑦

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表⑧

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。
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60

第11回

第12回

第13回

『おくのほそ道』発表⑩

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑪

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

『おくのほそ道』発表⑫

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

第10回

60

『おくのほそ道』発表⑬

60～

60

第15回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

60

『おくのほそ道』発表⑭

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
小テストの準備。

授業のまとめ

これまでの学修内容を確認しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者が発表し、参加者全員で質疑応答を行う演習形式とする。
担当箇所は授業時に指定する。
発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめること。発表後のディスカッションに積極的に加わることができるよ
う、発表者以外もテキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
毎回小テストを行い、予習・復習ができているか確認する。

成績評価の方法
発表40%、発表に対する発言等、授業への参加具合・小テスト30%、課題レポート30%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・近世文学の基本的な調べ方や、テキストの扱い方を習得できたか。 
・江戸時代の文献等を調査し、作品の読みを深めることができたか。
・先行する文芸作品との関係を考え、『おくのほそ道』の俳文・紀行文としての特徴を理解したか。 
・調べたことをわかりやすく口頭発表し、討議することができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『新版　おくのほそ道』潁原退蔵・尾形仂訳注、角川書店、2003年、778円
ほか、プリントを配布する。

参考書
『芭蕉自筆　奥の細道』上野 洋三・桜井 武次郎編、岩波書店、1997年
『新編日本古典文学全集71　松尾芭蕉集②』井本農一・久富哲雄・村松友次・堀切実校注・訳、小学館、1997年
ほか、授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス授業　諸説明と注意、各自の発表担当作品を決める。

【予習】　川端康成について文学事典等で予備知識を得る。シラバスを読む。
【復習】　授業内容を振り返り必要なメモをとる。

６０分
予習・復中合わせて。以
下同

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表要領講義　２　同上

【予習】　配布資料を読み込む。
【復習】　授業内容を振り返り必要なメモをとる

６０分

発表要領講義　１　「骨拾い」を例として

【予習】　「骨拾い」を読み。感想や疑問点をチェック。初読メモを書く。
【復習】　授業内容を振り返り必要なメモをとる。

６０分

テーマ・概要
　川端康成の超短編小説を一作ずつ読み進みながら、調べと読み解きながら問題設定と論議のセンスなど専門的研究の基礎となる力を培
う。　授業計画に挙げた作品等の予定は多少入れ替えの可能性がある。

　〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため以下を到達目標とする。
　①日本文学研究に必要な先行論文等の資料を探して入手しそれらを対論的に扱える。
　②小説の専門的な読み解きというものがあることを知る。
　③すぐれた小説に親しむことを通じて日本語表現の美しさや伝統的な感性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究Ｉ ａ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「二十年」・発表と論議　１

（以下この項目は発表担当者以外の受講者の場合）
【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

「硝子」・発表と論議　２

９０分

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

第9回 「金銭の道」・発表と論議　７

第7回

第8回

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

「お信地蔵」・発表と論議　３

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

「金銭の道」・発表と論議　４

９０分

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

「神います」・発表と論議　６

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

「貧者の恋人」・発表と論議　８

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

「日本人アンナ」・発表と論議　９

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

「ざくろ」・発表と論議　１０

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

第10回

９０分

「十七歳」・発表と論議　１１

６０分

９０分

第15回

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

「わかめ」・発表と論議　１２

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

総括

【予習】　授業を振り返り各自の反省点および評価しうる点をチェックする。
【復習】　授業を通観して自分の学びえたものを省みる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回２名ないし３名による個別発表とそれをめぐる論議というスタイルになる。
次回の担当者がコメンテーターとして論議のきっかけ作りに努める。
発言の際にはまず名のってからはじめること。
発表者以外は〈自問自答メモ〉を毎回授業のはじめに入場券がわりに提出すること。
なお、作品のリストは予定である。

成績評価の方法
総合評価。平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）４０％、自問自答メモ、レポート等の評価（３０％）、調べの優劣、読みの優
劣、問題提起の新しさなど発表内容の充実度、発言回数等（３０％）。なお発表が開始されて１０分以上遅刻してきた場合は２回で欠席１
回にカウントする。遅刻者の入場は授業の流れを中断させる行為である。できる限り遅刻しないよう努めること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
　①読解のための情報や先行論文等の資料を積極的に収集しそれらを対論的に扱えるか。
　②小説の専門的な読み解きのありようを理解しているか。
　③日本語表現の美しさや伝統的な感性を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
テクストはプリントを配布するが、サブとして次の文庫本を入手すること。

テキスト
川端康成『掌の小説』　新潮文庫　ISBN９７８−４−１０−１００１０５−０

参考書
適宜指示

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス授業
・発表要領講義
短編小説へのアプローチ

【予習】　志賀直哉とその作品について文学事典で予備知識を得る。シラバスを読む。
【復習】　授業内容を振り返り必要なメモをとる。

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と論議　　「網走まで」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

共同研究　志賀直哉の文学

【予習】　指示された文献を読む。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

テーマ・概要
　前半は志賀直哉、後半は太宰　治の名作を読み進む作業を通して、調べと読解に基く作品理解と問題提起および論議のセンスなど専門的
研究の基礎となる力を伸ばしていく。

〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため以下を到達目標とする。
　①日本文学研究に必要な先行論文等の資料を探して入手しそれらを対論的に扱える。
　②小説の専門的な読み解きというものがあることを知る。
　③すぐれた小説のことばに親しむことを通じて日本語表現の美しさや伝統的な感性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究II ａ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表と論議　　「母の死と新しい母」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

発表と論議　　「城崎にて」

９０分

【予習】　太宰　治とその作品について事典等で予備知識を得る。シラバスを読む。

【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

第9回 共同研究　太宰　治の文学

第7回

第8回

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

発表と論議　　「真鶴」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

発表と論議　　「濠端の住まい」

９０分

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

共同研究　島木健作「黒猫」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

発表と論議　「葉桜と魔笛」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

発表と論議　「畜犬談」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

発表と論議　「きりぎりす」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

第10回

９０分

発表と論議　「走れメロス」

９０分

９０分

第15回

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

９０分

発表と論議　「十二月八日」

【予習】　テキストを読み、初読メモを書く、必要な調べをし、質問箇所をチェックする。
【復習】　授業内容を振り返り自分の参加姿勢を顧みる。

総括

【予習】各自後期授業を振り返り、その間の演習への参加態度等、評価点と反省点を整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回２名ないし３名による個別発表とそれをめぐる論議というスタイルになる。
次回の担当者がコメンテーターとして論議のきっかけ作りに努める。
発表者以外は各回の対象作品についての〈自問自答メモ〉を授業のはじめに必ず提出すること。
発表の水準が著しく低い場合はペナルテイを課す。
なお予定の作品は他と差し替える場合がある。

成績評価の方法
総合評価。平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）４０％、自問自答メモ、レポート等の評価（３０％）、調べの優劣、読みの優
劣、問題提起の新しさなど発表内容の充実度、発言回数等（３０％）。なお発表が開始されて１０分以上遅刻してきた場合は２回で欠席１
回にカウントする。遅刻者の入場は授業の流れを中断させる行為である。できる限り遅刻しないよう努めること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
　①先行論文等の資料を積極的に収集評価しそれらを対論的に扱えるか。
　②小説の専門的な読み解きのありようを理解しているか。
　③日本語表現の美しさや伝統的な感性を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本近代文学関連の講義、および比較文学。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
適宜指示

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス1
作品の概略を確認し、発表の担当を決める。

テキストに目を通し、担当希望を決めておく。 *

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と討議１

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

ガイダンス２
レジュメの作り方を確認する。

発表準備を始める。 *

テーマ・概要
昭和前期の、主として短編作品を読む。作品を味わうとともに、昭和という時代を学びたい。
テキスト収録作は以下の通り。平林たい子「施療室にて」／井伏鱒二「鯉」／佐多稲子「キャラメル工場から」／堀辰雄「死の素描」／横
光利一「機械」／梶井基次郎「闇の絵巻」／牧野信一「ぜーロン」／小林多喜二「母たち」／伊藤整「生物祭」／室生犀星「あにいもう
と」／北条民雄「いのちの初夜」／宮本百合子「築地河岸」／高見順「虚実」／岡本かの子「家霊」／太宰治「待つ」／中島敦「文字禍」

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学作品に向き合い、基礎調査を行い、考察を深める。
②考察をまとめ、レジュメ等を作成して発表し、討議に参加し、レポートなどにまとめる。
③作品読解とディスカッションを通して、多彩な視点を身につけ、質問力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究Ｉ ｂ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表と討議２

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議３

*

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

第9回 発表と討議７

第7回

第8回

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議４

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議５

*

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議６

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議８

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議９

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議１０

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

第10回

*

発表と討議１１

*

*

第15回

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議１２

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

反省会

半期の学習を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
随時、必要に応じて講義形式を採るかもしれないが、基本は輪番による発表とそれをめぐる討議である。
*　準備学修は、通常の回は４５分程度を目安にテキストを読み自発的な調査を行う。自らが発表する回は、早めに準備を始め、６００分
程度を目安に調査をし、レジュメを作成する。また、レポート作成にも４００分程度の時間を要するであろう。

成績評価の方法
第一に発表内容。これは、レジュメの充実度やプレゼンテーションの工夫も含む。第二に演習への参加度。出席は重視するが、発言はそれ
以上に重視する。参加態度も考慮する。第三にレポート。この三者をそれぞれ約３０〜３５パーセントの割り振りで評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
あらゆる学問は互いに関連しあっている。

テキスト
『日本近代短篇小説選 昭和篇1』 (岩波文庫)

参考書
随時指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス1
作品の概略を確認し、発表の担当を決める。

テキストに目を通し、担当希望を決めておく。 *

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と討議2

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議1

発表準備を始める。 *

テーマ・概要
近代日本の幻想小説を読む。小説技法とともに、時代的文脈も考えたい。
テキスト収録作品は以下の通り。小泉八雲『怪談』抄／夏目漱石「夢十夜」／幸田露伴「観画談」／泉鏡花「高野聖」／柳田國男『遠野物
語』抄／折口信夫「死者の書」／内田百閨「冥途」／佐藤春夫「女誡扇綺譚」／江戸川乱歩「押絵と旅する男」／葉山嘉樹「セメント樽の
中の手紙」／稲垣足穂『一千一秒物語』抄／久生十蘭「予言」／坂口安吾「桜の森の満開の下」／日影丈吉「月夜蟹」／三島由紀夫「仲
間」／澁澤龍彦「火山に死す」／都筑道夫「風見鶏」／小松左京「牛の首」

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学作品に向き合い、基礎調査を行い、考察を深める。
②考察をまとめ、レジュメ等を作成して発表し、討議に参加し、レポートなどにまとめる。
③作品読解とディスカッションを通して、多彩な視点を身につけ、質問力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究II ｂ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表と討議3

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議4

*

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

第9回 発表と討議8

第7回

第8回

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議5

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議6

*

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議7

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議9

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議10

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

発表と討議11

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

第10回

*

発表と討議12

*

*

第15回

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

*

発表と討議13

発表者は、レジュメを作成して発表の準備をする。発表者以外は、扱う作品を読み、感想をまとめてお
く。

反省会

半期の学習を振り返る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
随時、必要に応じて講義形式を採るかもしれないが、基本は輪番による発表とそれをめぐる討議である。
*　準備学修は、通常の回は４５分程度を目安にテキストを読み自発的な調査を行う。自らが発表する回は、早めに準備を始め、６００分
程度を目安に調査をし、レジュメを作成する。また、レポート作成にも４００分程度の時間を要するであろう。

成績評価の方法
第一に発表内容。これは、レジュメの充実度やプレゼンテーションの工夫も含む。第二に演習への参加度。出席は重視するが、発言はそれ
以上に重視する。参加態度も考慮する。第三にレポート。この三者をそれぞれ約３０〜３５パーセントの割り振りで評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
あらゆる学問は互いに関連しあっている。

テキスト
『日本幻想文学大全 I　幻妖の水脈』 (ちくま文庫)

参考書
随時指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入(1)
・前期の作品紹介
・授業の進め方の説明

【予習】シラバスを読み、授業の概要を把握しておく。
【復習】授業で説明された内容を確認しておく。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

導入(3)
・段落①（冒頭部）の口頭発表
　（サンプルとして教員が行う）

【予習】段落①を詳しく読んでおく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60

導入(2)
・口頭発表の内容説明
・段落別発表の分担決め

【予習】指示された作品を読んでおく。
【復習】口頭発表の内容と自分の担当部分を確認しておく。

90

テーマ・概要
　近・現代文学（明治期以降の文学）を大学で学ぶために必要な基礎的な知識や研究方法、演習形式の授業のルールや参加の仕方などを学
ぶ。口頭発表（プレゼンテーション）や期末レポートを通して、それらを具体的に活用、実践する。
　Ⅰ（前期）は、樋口一葉の小説について、いくつかの部分ごとに分担して発表する「段落別発表」と、作品全体についてテーマを決めて
発表する「テーマ別発表」を行う（２種類の口頭発表）。なお、受講者の人数等によって授業計画を調整することがある。

①近・現代文学に関する基礎的な知識や研究方法を修得する。
②作品の調査・分析を通して、文学作品を自ら論じることができる。
③演習形式の授業での発表の仕方、参加の仕方などを修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究Ｉ ｃ

猪狩　友一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

口頭発表(1)
・段落②〜④
　※段落分けの詳細は分担決めの時に指示する。

【予習】段落②〜④を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(2)
・段落⑤〜⑦

60〜120

【予習】段落⑰〜⑲を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

第9回 口頭発表(6)
・段落⑰〜⑲

第7回

第8回

【予習】段落⑤〜⑦を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

口頭発表(3)
・段落⑧〜⑩

【予習】段落⑧〜⑩を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(4)
・段落⑪〜⑬

60〜120

【予習】段落⑪〜⑬を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(5)
・段落⑭〜⑯

【予習】段落⑭〜⑯を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。
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60〜120

第11回

第12回

第13回

口頭発表(7)
・段落⑳〜㉒
　※併せてテーマ別発表の予告

【予習】段落⑳〜㉒を詳しく読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

導入(4)
・テーマ別発表の説明＋分担決め
　※併せて期末レポートについて指示する。

【予習】作品全体を読み直し、予告されたテーマについて考えておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

口頭発表(8)
・テーマ別発表（1）

【予習】作品全体を読み直し、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

第10回

60〜120

口頭発表(9)
・テーマ別発表（2）

60〜120

60〜120

第15回

【予習】作品全体を読み直し、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(10)
・テーマ別発表（3）

【予習】作品全体を読み直し、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認するとともに、期末レポートの準備を始めておく。

・前期のまとめ

【予習】期末レポートの準備を進めておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
基本的に演習形式で行うが、基礎的な事柄を説明するために講義形式をとることもある。
まず担当者による口頭発表があり、次に質疑応答（ディスカッション）の時間を設ける。
口頭発表は原則として個別（1人ずつ）で行うが、一部グループ発表を導入する場合もある。

成績評価の方法
主として口頭発表（40％）及び期末レポート（40％）で評価するが、授業のための学修の努力や授業中のディスカッションに積極的に参加
したかどうかなども評価に加える（20％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
口頭発表や期末レポートでは、主に次の点に着目し、その達成度により評価する。
①独創性（先行研究等の模倣・追随ではなく、自分独自の分析・考察ができる。）
②実証性（作品本文や文献等をよく調べ、具体的な論拠を的確に示すことができる。）
③論理性（論理的な筋道が通った、説得力のある議論をすることができる。）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特になし。

テキスト
必要な文章等はプリントで配布する。

参考書
必要な参考文献は授業で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入(1)
・取り上げる作品（９作品程度）の紹介
・授業の進め方、発表内容の説明(1)
・後期の分担決め

【予習】シラバスを読み、授業の概要を把握しておく。
【復習】授業で説明された内容や自分の担当作品を確認しておく。

60〜120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

口頭発表(1)
・作品ａ～ｃ（プレ発表）
※プレ発表では、担当作品の基本的な情報等を確認するとともに、本発表のテーマを説明する。

【予習】作品ａ～ｃを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

導入(2)
・授業の進め方、発表内容の説明(2)

【予習】自分の担当作品を読んでおく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

テーマ・概要
　近・現代文学（明治期以降の文学）を大学で学ぶために必要な基礎的な知識や研究方法、演習形式の授業のルールや参加の仕方などを学
ぶ。口頭発表（プレゼンテーション）や期末レポートを通して、それらを具体的に活用、実践する。
　（後期）は、いくつかの近代文学（主に短編小説）について各自の作品研究を発表する。なお、受講者の人数によって授業計画を調整す
ることがある。

①近・現代文学に関する基礎的な知識や研究方法を修得する。
②作品の調査・分析を通して、文学作品を自ら論じることができる。
③演習形式の授業での発表の仕方、参加の仕方などを修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究II ｃ

猪狩　友一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

口頭発表(2)
・作品ａ（本発表）
※本発表では、各自のテーマに即して作品を分析し、先行研究も参考にしながら結論を導き出す。

【予習】作品ａを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(3)
・作品ｂ（本発表）

60〜120

【予習】作品ｅを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

第9回 口頭発表(7)
・作品ｅ（本発表）

第7回

第8回

【予習】作品ｂを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

口頭発表(4)
・作品ｃ（本発表）

【予習】作品ｃを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(5)
・作品ｄ～ｆ（プレ発表）

60〜120

【予習】作品ｄ～ｆを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(6)
・作品ｄ（本発表）

【予習】作品ｄを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。
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60〜120

第11回

第12回

第13回

口頭発表(8)
・作品ｆ（本発表）

【予習】作品ｆを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

口頭発表(9)
・作品ｇ～ｉ（プレ発表）

【予習】作品ｇ～ｉを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

口頭発表(10)
・作品ｇ（本発表）

【予習】作品ｇを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

第10回

60〜120

口頭発表(11)
・作品ｈ（本発表）

60〜120

60〜120

第15回

【予習】作品ｈを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

60〜120

口頭発表(12)
・作品ｉ（本発表）　
※この授業までに期末レポートについて指示する。

【予習】作品ｉを読み、発表等の準備をしておく。
【復習】授業の内容を確認するとともに、期末レポートの準備を始めておく。

・後期のまとめ

【予習】期末レポートの準備を進めておく。
【復習】授業の内容を確認しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
基本的に演習形式で行うが、基礎的な事柄を説明するために講義形式をとることもある。
まず担当者による口頭発表があり、次に質疑応答（ディスカッション）の時間を設ける。
口頭発表は原則として個別（1人ずつ）で行うが、一部グループ発表を導入する場合もある。
司会役（＊本発表の司会を務める）、質問役（＊率先して質問をする）を交代で指名する。

成績評価の方法
主として口頭発表（40％）及び期末レポート（40％）で評価するが、授業のための学修の努力や授業中のディスカッションに積極的に参加
したかどうかなども評価に加える（20％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
口頭発表や期末レポートでは、主に次の点に着目し、その達成度により評価する。
①独創性（先行研究等の模倣・追随ではなく、自分独自の分析・考察ができる。）
②実証性（作品本文や文献等をよく調べ、具体的な論拠を的確に示すことができる。）
③論理性（論理的な筋道が通った、説得力のある議論をすることができる。）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特になし。

テキスト
授業で指示する（取り上げる作品が載っている文庫本など）。
その他、必要な文章等はプリントで配布する。

参考書
必要な参考文献は授業で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1.　研究の方法と手順（説明）
2.　発表資料の作り方（説明）
3.　発表担当者の決定

〔準備〕　テキストを入手しておく
〔予習〕　シラバスを読んで授業内容を理解しておく。

２０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

芥川龍之介の人と文学２（概説）

〔予習〕　参考書を読んでおく。
〔復習〕　授業のノートを読み、芥川に関する知識を自分のものにする。

９０分

1.　研究ノートの作り方（説明）
2.　芥川龍之介の人と文学１（概説）

〔予習〕　図書館の芥川研究文献を確認しておく。 ３０分

テーマ・概要
芥川龍之介の小説を研究する。芥川は、鋭い問題意識をもって人間や文学を追究した。その意義や価値について考察する。
　その際、作品本文の詳細な分析と、歴史状況や風俗の調査の二点を重視して考究してゆく。

1.　芥川龍之介の作品の特質を理解する。
2.　研究の手順と発表資料の作り方を会得する。
3.　作品の特質や問題を、証拠を挙げて説明できるようにする。
4.　先行研究を把握し、それを踏まえて自論が述べられるようにする。
5.　研究発表に対して、意見を述べられる力を得る。
6.　研究論文が書けるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究Ｉ ｄ

小林　幸夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

研究発表　「羅生門」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「鼻」

９０分

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

第9回 研究発表　「奉教人の死」

第7回

第8回

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「芋粥」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「地獄変」

９０分

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「蜘蛛の糸」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

研究発表　「蜜柑」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「舞踏会」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「秋」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

第10回

９０分

研究発表　「藪の中」

６０分

９０分

第15回

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「トロッコ」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

まとめ

〔予習〕　論文（レポート）の書き方で、疑問点をノートしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
第１〜３回は、授業の目的と方法について教員が講義をし、第４回〜１４回は、担当者が研究発表をし、それを皆で討議して、作品のもつ
質や問題点を明らかにする。その際、まずグループで討議し、そこで出た疑問や意見を代表者が発言し、次に発表者との質疑応答を行い、
教員がまとめてゆく。第１５回は、教員が総括をする。

成績評価の方法
研究発表（５０％）、論文（レポート）（４０％）、授業時における発言（１０％）を総合して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第３９条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
作品のなかの、意味のわからない言葉を調べておく。

テキスト
　『地獄変』　集英社（文庫）　378円
　　　　　　　　　ＩＳＢＮ　4-08-752011-0

参考書
　『新潮日本文学アルバム　芥川龍之介』　新潮社　1983年　
　　　　　　　　　　　　ＩＳＢＮ　4-10-620613-7　　1,296円

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１．研究の方法と手順（説明）
２．発表資料の作り方（説明）
３．発表者の決定

〔準備〕　テキストを入手しておく。
〔予習〕　シラバスを読んで授業内容を理解しておく。

２０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

中島敦の人と文学２（概説）

〔予習〕　参考書を読んでおく。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

１．研究ノートの作り方（説明）
２．中島敦の人と文学１（概説）

〔予習〕　図書館で中島研究文献を確認しておく。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

３０分

テーマ・概要
　中島敦の小説を研究する。中島敦は中国の歴史・文学の教養と自我の問題を融合させた独自の文学の試みをした。その意義や価値につい
て考察する。
　その際、作品本文の詳細な分析と、歴史状況や風俗の調査の二点を重視して考究してゆく。

1.　各作品の特質を理解する。
2.　研究の手順と発表資料の作り方を会得する。
3.　作品の特質や問題を、証拠を挙げて説明できるようにする。
4.　先行研究を把握し、それを踏まえて自論が述べられるようにする。
5.　研究発表に対して、意見を述べられる力を得る。
6.　研究論文が書けるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代文学基礎研究II ｄ

小林　幸夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究発表　「李陵」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「弟子」

９０分

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

第9回 研究発表　「文字禍」

第7回

第8回

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「名人伝」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「山月記」

９０分

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「狐憑」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

研究発表　「悟浄出世」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「悟浄歎異」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

研究発表　「マリヤン」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

第10回

９０分

研究発表　「牛人」

６０分

９０分

第15回

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

９０分

研究発表　「狼疾記」

〔予習〕　当該作品を読んで、疑問や意見をノートする。
〔復習〕　授業で知ったことをノートにまとめる。

まとめ

〔予習〕　論文（レポート）の書き方で、疑問点をノートしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
第４～１４回は、前期開講の「近・現代文学基礎研究Ｉｄ」を踏まえて、担当者が研究発表をし、それを皆で討議して、作品のもつ質や問
題点を明らかにする。その際、まずグループで討議し、そこで出た疑問や意見を代表者が発言し、次に発表者との質疑応答を行い、教員が
まとめてゆく。第１５回は、教員が総括をする。

成績評価の方法
研究発表（５０％）、論文（レポート）（４０％）、授業時における発言（１０％）を総合して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第３９条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
作品のなかの、意味のわからない言葉を調べておく。

テキスト
　中島敦　『山月記・李陵』　岩波書店（文庫）
　　　　　　　　　ＩＳＢＮ　978-4003114513　929円

参考書
　『鑑賞日本現代文学17　梶井基次郎・中島敦』　角川書店　昭和５７年　

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　・演習の進め方の説明
　・発表者の割り当て

　江戸時代の言葉や文学に関する自分の知識を確認しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

変体仮名解説
変体仮名を読む練習

　変体仮名に関する予習をする。 60

資料解説
用例調査方法の説明
　・総索引について

　資料に関する予習をする。 60

テーマ・概要
　江戸時代の大人の絵本と言われる黄表紙を幾つか読みながら、安永・天明期の江戸語の特徴を探るとともに、日本語の変化について考え
る。
　授業では、まず担当する部分の注釈・現代語訳を行い、現代日本語と異なる点などを見出す。その後、中世までの文学作品、江戸時代の
他の資料、近代・現代の文章などを広く調査して、考察しようとする語・表現等の用例を収集し、語の意味・用法・表記などを検討・分析
する。登場人物のせりふなどから当時の語法や語の用法等の実態を多少なりとも解明したり、日本語の変化の傾向や理由について考えたり
してもらいたい。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③変体仮名をある程度読むことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究Ｉ ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

江戸時代語に関する基礎知識の解説
変体仮名を読む練習

　課題を復習する。 60

変体仮名を読む練習
黄表紙を資料とした発表

60

　発表の準備をする。 60

第9回 黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

第7回

第8回

　発表の準備をする。

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

60

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。
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60

第11回

第12回

第13回

変体仮名を読む練習
黄表紙を資料とした発表

　発表の準備をする。

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　課題を復習、発表の準備をする。

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　課題を復習、発表の準備をする。

60

第10回

60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

120

60

第15回

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　期末レポートに備え、感想・意見をまとめる。

前期の発表のまとめ

　期末レポートに備え、語誌の発表に関する意見をまとめておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式（担当者の発表、発表に対する質疑応答・討論、教員のコメント等）

成績評価の方法
学期末のレポート（50％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（50％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①的確な用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③変体仮名がある程度読める。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
影印本のコピーを配付する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

テーマ・概要
　江戸時代の大人の絵本と言われる黄表紙を幾つか読みながら、安永・天明期の江戸語の特徴を探るとともに、日本語の変化について考え
る。
　授業では、まず担当する部分の注釈・現代語訳を行い、現代日本語と異なる点などを見出す。その後、中世までの文学作品、江戸時代の
他の資料、近代・現代の文章などを広く調査して、考察しようとする語・表現等の用例を収集し、語の意味・用法・表記などを検討・分析
する。登場人物のせりふなどから当時の語法や語の用法等の実態を多少なりとも解明したり、日本語の変化の傾向や理由について考えたり
してもらいたい。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③変体仮名がある程度読めるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究II ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

60

　発表の準備をする。 60

第9回 黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

第7回

第8回

　発表の準備をする。

変体仮名を読む復習
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

60

　発表の準備をする。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　発表の準備をする。
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60

第11回

第12回

第13回

江戸時代語の復習
黄表紙を資料とした発表

　期末レポートに備え、発表内容をまとめる。

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　期末レポートに備え、発表内容をまとめる。

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　期末レポートに備え、発表内容をまとめる。

60

第10回

60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

120

60

第15回

期末レポートに備え、発表内容をまとめる。 60

黄表紙を資料とした発表
語誌の発表及び質疑応答

　期末レポートに備え、発表内容をまとめる。

後期の発表のまとめ

　期末レポートとして発表内容をまとめておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式（担当者の発表、発表に対する質疑応答・討論、教員のコメント等）

成績評価の方法
発表内容及び学期末のレポート（65％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（35％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。 
①的確に用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③変体仮名がある程度読める。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
影印本のコピーを配付する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（１）
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・発表担当者を決定する。

シラバスをよく読んで演習の内容を理解しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

受講生の発表・全体討議（１）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

ガイダンス（２）
・各自の発表テーマを決定する。
・資料収集や用例調査の仕方を説明する。

【予習】指定された参考文献などをもとに、各自、発表テーマを複数考えておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表テーマを深化させる。

60

テーマ・概要
テーマ：「類義表現研究」
概　要：現代日本語の類義的文法形式(意味の似通った文法形式、例えば、「雨が降っているようだ」のヨウダと「雨が降っているらし
い」のラシイは共に「推定」を表すという意味で類義的文法形式である)を二つ取り上げ、両者がどのように似通い、どのように異なるの
かを、実際の用例調査やアンケートなどを行うことで、明らかにしてゆく。

1.文法研究に関する基礎的な方法論がわかるようになる。
2.資料収集や用例調査の方法についても習熟する。
3.自分で調べた内容を論理的に説明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究Ｉ ｂ

井島　正博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

受講生の発表・全体討議（２）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（３）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

第9回 受講生の発表・全体討議（７）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

第7回

第8回

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（４）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（５）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（６）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。
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120

第11回

第12回

第13回

受講生の発表・全体討議（８）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（９）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（10）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

第10回

120

受講生の発表・全体討議（11）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

120

第15回

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（12）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（13）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
演習形式で授業を行う。受講者は比較検討を行う任意の二つ(以上)の類義的文法形式を選び、辞書、参考書等で両者の基本的な意味の違い
を確認した上で、実際の用例調査やアンケートを行って、両者の相違点について分析し、その内容を発表する。発表後、発表内容について
参加者全員で討議を行う。発表者以外の参加者にも意見を求めるので積極的に授業に参加して欲しい。
また、必要に応じて、日本語文法の基礎知識に関する講義を行うこともある。

成績評価の方法
成績評価の前提として、70％以上の出席を要求する。出席率が70％未満の場合、成績評価の対象とならないので、注意すること。
成績は、発表内容、授業参加度、期末レポートにより総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語の文法に関する基礎知識

テキスト
使用しない

参考書
授業中に指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の進め方について確認する。
受講生の発表・全体討議（１）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

受講生の発表・全体討議（３）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（２）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

テーマ・概要
テーマ：「類義表現研究」
概　要：前期に引き続き、現代日本語の類義的文法形式(意味の似通った文法形式、例えば、「雨が降っているようだ」のヨウダと「雨が
降っているらしい」のラシイは共に「推定」を表すという意味で類義的文法形式である)を二つ取り上げ、両者がどのように似通い、どの
ように異なるのかを、実際の用例調査やアンケートなどを行うことで、明らかにしてゆく。

1.文法研究に関する基礎的な方法論がわかるようになる。
2.資料収集や用例調査の方法についても習熟する。
3.自分で調べた内容を論理的に説明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究II ｂ

井島　正博

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

受講生の発表・全体討議（４）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（５）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

第9回 受講生の発表・全体討議（９）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

第7回

第8回

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（６）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（７）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（８）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。
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120

第11回

第12回

第13回

受講生の発表・全体討議（10）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（11）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（12）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

第10回

120

受講生の発表・全体討議（13）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

120

120

第15回

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

120

受講生の発表・全体討議（14）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

受講生の発表・全体討議（15）
・自分が決めたテーマについて考察したことをレジュメにまとめて発表を行う。
・発表後、クラス全体で討議を行い、発表内容を深化させる。

【予習】発表予定者は、用例収集および用例分析を行い、その内容をレジュメにまとめておく。それ以
外の受講者は、発表テーマに関する予備知識を参考書等で確認しておく。
【復習】授業中のコメントを参考にして、発表内容を深化させる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
演習形式で授業を行う。受講者は比較検討を行う任意の二つ(以上)の類義的文法形式を選び、辞書、参考書等で両者の基本的な意味の違い
を確認した上で、実際の用例調査やアンケートを行って、両者の相違点について分析し、その内容を発表する。発表後、発表内容について
参加者全員で討議を行う。発表者以外の参加者にも意見を求めるので積極的に授業に参加して欲しい。
また、必要に応じて、日本語文法の基礎知識に関する講義を行うこともある。

成績評価の方法
成績評価の前提として、70％以上の出席を要求する。出席率が70％未満の場合、成績評価の対象とならないので、注意すること。
成績は、発表内容、授業参加度、期末レポートにより総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語の文法に関する基礎知識

テキスト
使用しない

参考書
授業中に指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス１
・授業の概要説明をする。
・グループ分けと発表担当日の決定を行う。

シラバスに目を通しておく。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループ討議1（発表の準備作業）
発表の準備作業として、グループごとに討議を行う。

前回の話し合いにもとづいて、調査対象に関する調査・考察をしておく。 90

ガイダンス2
・調査対象の決定を行う。

参考文献のいくつかに目を通しておく。
調査対象となる語の候補を考えておく。

90

テーマ・概要
　ことばの意味について考える方法を身につけ、考えを説明できるようになることを目指す。
　個々の単語には、複数の意味が結びついていることが多い（例えば「て」には「働き手」の意味もあるし、「あし」には「移動手段」の
意味もある）。一つの語に結びつく意味にはどのような関係があるのだろうか。また、よく似た意味の単語が微妙な違いをもって使い分け
られていることもある（例えば「はだし」と「すあし」、「にちがいない」と「はずだ」）。どんな基準で使い分けられているのだろう
か。ことばの意味を考えるときには、こうした部分にも説明が必要になる。
　自立語（名詞・動詞・形容詞など）に限定せず、付属語（助詞や助動詞およびそれに準ずる形式）についても対象としたい。

・意味記述の方法について学ぶ。
・用例調査の基礎を身につける。
・自分の内容を説明する方法をみにつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究Ｉ ｃ

仁科　明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

グループ討議2（発表の準備作業）
発表の準備作業として、グループごとに討議を行う。

前回の話し合いにもとづき、調査対象に関する調査・考察をしておく。 90

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

60

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

60

第9回 発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

第7回

第8回

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

60

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。
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60

第11回

第12回

第13回

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

60

第10回

60

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

90

60

第15回

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者（グループ）は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表のグループは発表準備を行う。
発表の対象となる語について、各自考えておく。

まとめ。
・全体の振り返り・反省を行う。
・今後の課題について考える。

これまでの各グループの発表と議論について見なおしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
演習形式で進める。参考文献を参照しながら自分（たち）で具体的な事例を選んで調査（用例収集と整理、アンケート調査）にもとづく意
味記述作業を行い、結果を発表していく（複数人のグループでの発表を考えている）。

成績評価の方法
成績評価の前提として、70％以上の出席を要求する。出席率が70％未満の場合、成績評価の対象とならないので、注意すること。成績は、
発表内容、授業参加度、期末レポートにより総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語の語彙・文法についての基礎知識

テキスト
特に指定せず。

参考書
利用すべき者は初回の授業で支持するほか、必要に応じて、適宜、紹介を行う。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の概要説明をする。
・調査対象の決定を行う。
・発表の担当と担当日を決定する。

シラバスに目を通しておく。
参考文献のいくつかに目を通し、調査対象にする語の候補を考えておく。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

テーマ・概要
　前期の日本語学基礎研究Ⅰbを踏まえて、ことばの意味について考える方法を身につけ、考えを説明できるようになることを目指す。
　個々の単語には、複数の意味が結びついていることが多い（例えば「て」には「人員」の意味もあるし、「あし」には「移動手段」の意
味もある）。一つの語に結びつく意味にはどのような関係があるのだろうか。また、よく似た意味の単語が微妙な違いをもって使い分けら
れていることもある（例えば「はだし」と「すあし」、「にちがいない」と「はずだ」）。どんな基準で使い分けられているのだろうか。
ことばの意味を考えるときには、こうした部分にも説明が必要になる。
　自立語（名詞・動詞・形容詞など）に限定せず、付属語（助詞や助動詞およびそれに準ずる形式）についても対象としたい。

・意味記述の方法について学ぶ。
・用例調査の基礎を身につける。
・自分の内容を説明する方法を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究II ｃ

仁科　明

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

60

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

第9回 発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

第7回

第8回

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

60

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。
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60

第11回

第12回

第13回

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

第10回

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

90

60

第15回

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

60

発表と議論
・発表者は資料を作成し、それに沿って発表を行う。
・発表を踏まえて、全体で議論を行う。

発表者は発表準備を行う。
発表の対象の語について、各自考えておく。

まとめ
・全体の振り返り・反省を行う。

これまでの発表と議論について見なおしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
演習形式で進める。参考文献を参照しながら自分で具体的な事例を選んで調査（用例収集と整理、アンケート調査）にもとづく意味記述作
業を行い、結果を発表していく（前期の日本語学基礎研究Ⅰbに対し、後期のⅡbではより少人数での調査・発表を考えている）。

成績評価の方法
成績評価の前提として、70％以上の出席を要求する。出席率が70％未満の場合、成績評価の対象とならないので、注意すること。成績は、
発表内容、授業参加度、期末レポートにより総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語の語彙・文法についての基礎知識。前期の日本語学基礎研究Ⅰbを履修していることがのぞましい。

テキスト
特に指定せず。

参考書
利用すべき者は初回の授業で支持するほか、必要に応じて、適宜、紹介を行う。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

演習の目標の解説とテキスト概説。

【予習】日本文学史における説話というジャンルについて調べておく。
【復習】当日配布のプリントを熟読し、内容の確認をしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究編の模擬演習。教員が発表し、質問を受ける。

【予習】事前に扱う説話の分からない古語について調べておく。
【復習】当日配布のプリントを熟読し、内容の確認をしておく。

60

基礎編の模擬演習。教員が発表し、質問を受ける。

【予習】事前に扱う説話の分からない古語について調べておく。
【復習】当日配布のプリントを熟読し、内容の確認をしておく。

60

テーマ・概要
院政鎌倉時代の言語は、日本語史研究の谷間と言われることもあり、なお実態が明らかでないところが多い。この演習では、当代の言語の
実態について、文化、社会、宗教的背景を踏まえながら解明することを目的とする。
　日本語史研究の基礎的方法の修得を目指し、今昔物語集を取り上げ、正確に文字を判読し、本文を読解する態度を身につけるとともに、
語学上の問題を発見し、解決の道筋を模索する訓練を行う。

１、古文献の文字を判読し、読解する能力を身につけるようにする。
２、日本語史の基礎的な知識や研究方法を習得する。
３、文献に内在する問題を発見し、解決してゆく道筋をたてることができるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究Ｉ ｄ

山本　真吾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11151421205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１
・巻２７第2話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せ
るように準備しておく。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答２
・巻２７第3話を読む

60

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

第9回 鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答６
・巻２７第7話を読む

第7回

第8回

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答３
・巻２７第4話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答４
・巻２７第5話を読む

60

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答５
・巻２７第6話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答７
・巻２７第8話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答８
・巻２７第9話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答９
・巻２７第10話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

第10回

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１０
・巻２７第11話を読む

90

60

第15回

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１１
・巻２７第12話を読む
到達度確認テストを実施する

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

本授業の総括
到達度確認テストの返却と講評

【予習】口頭発表や質疑応答を振り返り、課題について自分でどれくらい達成できたかと反省すべき点
をまとめておく。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
鈴鹿本今昔物語集を対象文献として、各自１話（長文の場合は適宜分割する）を担当する。本演習は、基礎編と研究編の２部で構成され
る。それぞれの課題内容はおおよそ以下のとおりである。
１，基礎編…担当箇所の正確な読解作業。翻字本文の作成、漢字字体の検討、語釈、通釈など。
２，研究編…担当箇所から語学上の問題点を取り上げ、索引等を利用して、調査考察する。
担当者は、上記の作業をプリントにして、受講者に配布して口頭発表を行い、相互の討論を経て、教員が纏める。

成績評価の方法
期末レポート（30％）、到達度確認テスト（20％）、質疑応答への参加状況（50％）により総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、達成度により評価する。
・論理的、実証的に研究する手法が身についているか。
・発表資料を適切に作成しているか。
・発表内容を正確に理解し、問題点を指摘できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特定の教科書は用いない。プリント配布。

参考書
随時授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１
・巻27第13話（前半）を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答３
・巻27第14話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答２
・巻27第13話（後半）を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

テーマ・概要
院政鎌倉時代の言語は、日本語史研究の谷間と言われることもあり、なお実態が明らかでないところが多い。この演習では、当代の言語の
実態について、文化、社会、宗教的背景を踏まえながら解明することを目的とする。
　日本語史研究の基礎的方法の修得を目指し、今昔物語集を取り上げ、正確に文字を判読し、本文を読解する態度を身につけるとともに、
語学上の問題を発見し、解決の道筋を模索する訓練を行う。

１、古文献の文字を判読し、読解する能力を身につけるようにする。
２、日本語史の基礎的な知識や研究方法を習得する。
３、文献に内在する問題を発見し、解決してゆく道筋をたてることができるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学基礎研究II ｄ

山本　真吾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251421206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答４
・巻27第15話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答５
・巻27第16話を読む

60

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

第9回 鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答９
・巻27第20話を読む

第7回

第8回

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答６
・巻27第17話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答７
・巻27第18話を読む

60

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答８
・巻27第19話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１０
・巻27第21話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１１
・巻27第22話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１２
・巻27第23話を読む

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

第10回

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１３
・巻27第24話を読む

90

60

第15回

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

60

鈴鹿本『今昔物語集』口頭発表及び質疑応答１４
・巻27第25話を読む
到達度確認テストを実施する

【予習】テキストの指定された箇所を熟読し、質疑応答の際に質問や意見が出せるように準備してお
く。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

本授業の総括
到達度確認テストの返却と講評

【予習】口頭発表や質疑応答を振り返り、課題について自分でどれくらい達成できたかと反省すべき点
をまとめておく。
【復習】授業で紹介された研究文献を読んで理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
鈴鹿本今昔物語集を対象文献として、各自１話（長文の場合は適宜分割する）を担当する。本演習は、基礎編と研究編の２部で構成され
る。それぞれの課題内容はおおよそ以下のとおりである。
１，基礎編…担当箇所の正確な読解作業。翻字本文の作成、漢字字体の検討、語釈、通釈など。
２，研究編…担当箇所から語学上の問題点を取り上げ、索引等を利用して、調査考察する。
担当者は、上記の作業をプリントにして、受講者に配布して口頭発表を行い、相互の討論を経て、教員が纏める。

成績評価の方法
口頭発表の内容（50％）、到達度確認テスト（10％）と質疑応答への参加状況（40％）により総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、達成度により評価する。
・論理的、実証的に研究する手法が身についているか。
・発表資料を適切に作成しているか。
・発表内容を正確に理解し、問題点を指摘できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特定の教科書は用いない。プリント配布。

参考書
随時授業の中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
ゼミの進め方等を説明し、発表分担を確認する。

事前配布してあるプリントをよく読み、どのような手順で調査をするのか概要を把握しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

万葉集の春の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

模擬発表

事前配布してあるプリントと見比べながら、どういう点をどのように調査するのか、確認する。 90

テーマ・概要
古代和歌を読む。
『万葉集』から『新古今和歌集』前夜までを対象とし、前期は四季の歌、後期は恋の歌を中心に１首１首丁寧に読んでいく。日本の季節観
や恋愛観の形成過程を浮き彫りにすると同時に、それぞれの歌人がどのように言葉を組み立てているのか、どこに表現上の工夫があるの
か、といった考察を通して、和歌の「鑑賞眼」も養ってもらいたいと考えている。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ａ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

万葉集の秋の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

万葉集の冬の歌

60

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

第9回 三代集の冬の歌

第7回

第8回

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

三代集の春の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

三代集の夏の歌

60

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

三代集の秋の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。
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60

第11回

第12回

第13回

平安後期の春の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

平安後期の夏の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

平安後期の秋の歌

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

第10回

60

平安後期の冬の歌

90

90

第15回

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

４年生の卒論中間発表

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。

前期のまとめ
　古代和歌における季節歌のありかたについて振り返り、その特徴をまとめる。

授業で取り扱った歌を中心に、古代和歌の表現の仕組みを確認するとともに、季節観の形成過程につい
て自分なりに説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。

成績評価の方法
演習への参加度合２０％・口頭発表５０％・レポート（授業中に課す課題）３０％に基づいて評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
教室で指示する。

参考書
教室で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

４年生の卒論中間発表１
および、発表分担の確認

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

万葉集の相聞歌１

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

４年生の卒論中間発表２

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。 90

テーマ・概要
古代和歌を読む。
『万葉集』から『新古今和歌集』前夜までを対象とし、前期は四季の歌、後期は恋の歌を中心に１首１首丁寧に読んでいく。日本の季節観
や恋愛観の形成過程を浮き彫りにすると同時に、それぞれの歌人がどのように言葉を組み立てているのか、どこに表現上の工夫があるの
か、といった考察を通して、和歌の「鑑賞眼」も養ってもらいたいと考えている。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ａ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

万葉集の相聞歌２

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

万葉集の相聞歌３

60

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

第9回 三代集の恋歌３

第7回

第8回

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

万葉集の相聞歌４

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

三代集の恋歌１

60

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

三代集の恋歌２

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。
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60

第11回

第12回

第13回

三代集の恋歌４

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

平安後期の恋歌１

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

平安後期の恋歌２

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

第10回

60

平安後期の恋歌３

90

60

第15回

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

60

平安後期の恋歌４

第１回の授業で確定した歌について、自分なりに意味を考え、どのような点で優れているのか、またど
のような点がわかりにくいのかを明らかにしてくる。

後期のまとめ
　古代和歌における恋歌のありかたについて振り返り、その特徴をまとめる。

授業で取り扱った歌を中心に、古代和歌の表現の仕組みを確認するとともに、恋愛観の形成過程につい
て自分なりに説明できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。

成績評価の方法
演習への参加度合１０％・口頭発表５０％・レポート４０％に基づいて評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
教室で指示する。

参考書
教室で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

事前配布してあるプリントをよく読み、どのような手順で調査をするのか概要を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

澪標巻２

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

澪標巻１

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

テーマ・概要
『源氏物語』澪標巻を読む。
澪標巻では、明石から帰京した光源氏が中央政界で昇進していくさまが描かれる。今年度前半は、そのような物語の大きな流れを追うと同
時に、法華八講や五十日の祝いなど文化的な側面にも目配りしつつ、参加者全員で『源氏物語』の世界を読み解き味わい尽くしていきたい
と考えている。また、物語がどのように伏線を張り巡らせているのか、どのような視点から語っているのかといった、物語文学の表現分析
にも、時間の許す限り取り組みたいと思う。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｂ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

澪標巻３

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

澪標巻４

60

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

第9回 澪標巻７

第7回

第8回

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

澪標巻５

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

４年生の卒論中間発表１

60

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。 60

澪標巻６

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

澪標巻８

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

澪標巻９

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

澪標巻１０

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

第10回

60

澪標巻１１

90

60

第15回

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

４年生の卒論中間発表２

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。

前期のまとめ

前期の範囲を復習して、テキストの内容について自分なりの解釈を予め用意しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。

成績評価の方法
演習への参加度合２０％・口頭発表５０％・レポート（授業中に課す課題）３０％に基づいて評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
阿部秋生ほか校注『新編日本古典文学全集　源氏物語２』（小学館）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

４年生の卒論中間発表１

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

絵合巻２

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

絵合巻１

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

テーマ・概要
『源氏物語』絵合巻を読む。
絵合巻では、光源氏が入内させた斎宮女御と既に入内していた弘徽殿女御の物語絵合が中心的な話題として描かれる。今年度後半は、華や
かな物語絵合の世界を味わうと同時に、後宮のあり方や芸道論など文化的な側面にも目配りしつつ、参加者全員で『源氏物語』の世界を読
み解きたいと考えている。また、物語がどのように伏線を張り巡らせているのか、どのような視点から語っているのかといった、物語文学
の表現分析にも、時間の許す限り取り組みたいと思う。

DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とする。
①諸注釈書の説明を比較するなどして、何が問題なのかを発見することができる。
②用例の収集・分析等を通して、客観的に問題を解決することができる。
③自分の考えを他者にわかりやすく論理的に伝えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｂ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

絵合巻３

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

絵合巻４

60

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

第9回 絵合巻７

第7回

第8回

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

絵合巻５

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

４年生の卒論中間発表２

60

予め示された指定文献をよく読み、発表テーマについての予備知識を身に付けておく。 60

絵合巻６

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

絵合巻８

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

絵合巻９

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

絵合巻１０

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

第10回

60

絵合巻１１

90

60

第15回

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

60

絵合巻１２

テキストの担当箇所を熟読して、自力で現代語訳できるようにしてくる。また、内容について疑問に
思った所や興味をひかれる所など、自分なりの意見を予め用意しておく。

後期のまとめ

後期の範囲を復習して、テキストの内容について自分なりの解釈を予め用意しておく。

第14回

- 732 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式による。

成績評価の方法
演習への参加度合１０％・口頭発表５０％・レポート４０％に基づいて評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
口頭発表については、次の点に着目し、その達成度により評価する。
①何が問題なのかを把握できているか。
②問題を客観的に解決できているか。
③自分の考えをわかりやすく伝えられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
阿部秋生ほか校注『新編日本古典文学全集　源氏物語２』（小学館）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス①

『源氏物語』に関する基礎的な知識を確認しておく。
ゼミの進め方・発表内容・調査方法などについて確認・復習する。

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

小テスト②「末摘花」巻
 「若菜下」発表（４年生）①②

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、小テストの範囲を読む。

６０分

小テスト①：「桐壺」～「若紫」巻
ガイダンス②

小テストの範囲を読む。
調査方法などについて確認・復習し、宿題を行う。

６０分

テーマ・概要
　この演習では、一年をかけて『源氏物語』の「若菜下」巻を読んでいきます。
　「若菜下」巻は、光源氏の中年以降を描く第二部の巻で、紫の上の苦悩、光源氏の邸宅で開かれた女楽（女性たちの演奏会）、光源氏の
正妻である女三の宮に対する柏木のよこしまな恋、二人の密通と女三の宮の懐妊などが語られていきます。若菜下巻は長い巻なので、特に
柏木の恋に中心をおきながら、この恋がどのように語られているのかを丹念に読んでいきたいと思います。
　なお、４年生には卒業論文の完成に向けて発表をしてもらいます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、ＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正
確に伝達する能力）を実現するため、次の５点を到達目標とします。
　①『源氏物語』のあらすじを説明することができる。
　②王朝文学を研究するために必要な調査を行うことができる。
　③王朝文学にかんして論を立てることができる。
　④自分の考えを分かりやすく表現することができる。
　⑤人の発表・論文の問題点を指摘することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｃ

吉野　瑞恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

小テスト③：「紅葉賀」〜「花宴」巻
「若菜下」発表（４年生）③④

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

６０分

小テスト④：「葵」〜「花散里」巻
「若菜下」発表（４年生）⑤⑥

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

６０分

第9回 小テスト⑥：「澪標」〜「関屋」巻
３年生第１回卒業論文発表①

第7回

第8回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、小テストの範囲を読む。

「若菜下」発表（４年生）⑦

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

６０分

小テスト⑤：「須磨」〜「明石」巻
 「若菜下」発表（３年生）①

６０分

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、小テストの範囲を読む。

６０分

「若菜下」発表（３年生）②

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。
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６０分

第11回

第12回

第13回

３年生第１回卒業論文発表②

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

小テスト⑦：「絵合」〜「松風」巻
 ３年生第１回卒業論文発表③

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

３年生第１回卒業論文発表④
４年生第１回卒業論文発表①

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

６０分

第10回

６０分

小テスト⑧：「薄雲」〜「朝顔」巻
 ４年生第１回卒業論文発表②

６０分

６０分

第15回

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

６０分

４年生第１回卒業論文発表③

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

小テスト⑨：「少女」〜「玉鬘」巻
 ４年生第１回卒業論文発表④

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

第14回
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授業後に質問を受け付けます。

授業の方法
○「若菜下」巻の発表と、それを受けての討論により進めていきます。
　発表者には、諸本・諸注釈書を見合わせ、自分の担当範囲を読み込み、小さな疑問を大切にして調べ考え、その成果を分かりやすく発表
することを求めます。
　また、毎回かならず、ゼミの参加者全員に発言してもらいます。
○「若菜下」巻の発表のほかに、卒業論文に向けた発表等もしてもらいます。
　また、３年生には欅賞への応募を義務づけています。
○３年生のうちに『源氏物語』を読み通すことも、このゼミの課題です。
　１ヶ月に２〜３回のペースで『源氏物語』の小テストを行います。初回の授業のときには『源氏物語』に関する基礎的な知識を確認しま
す。
＊発表準備も小テストの準備も、かなりの長時間を要します。早くから準備するようにしてください。
＊「若菜下」巻の発表範囲を熟読したうえで参加しないと、討論で発言できません。全員発言するまでゼミが終わりませんので、予習を怠
らないようにしてください。

成績評価の方法
発表と討論での発言を70％、『源氏物語』についての小テストを30％、の割合で評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
　①『源氏物語』のあらすじを説明することができるか。
　②王朝文学を研究するために必要な調査を行うことができるか。
　③王朝文学にかんして論を立てることができるか。
　④自分の考えを分かりやすく表現することができるか。
　⑤人の発表・論文の問題点を指摘することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『源氏物語』に関する基礎的な知識が必要です。

テキスト
『新編日本古典文学全集21  源氏物語④』（阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男校注・訳、小学館、1994年、本体4,457円+税、
ISBN-13: 978-4096580219）

参考書
授業中に紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

小テスト⑩：「初音」〜「藤裏葉」巻
 「若菜下」発表（３年生）③

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、小テストの範囲を読む。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

小テスト⑪：「若菜上」〜「柏木」巻
「若菜下」発表（３年生）⑤

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

「若菜下」発表（３年生）④

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

テーマ・概要
　この演習では、一年をかけて『源氏物語』の「若菜下」巻を読んでいきます。
　「若菜下」巻は、光源氏の中年以降を描く第二部の巻で、紫の上の苦悩、光源氏の邸宅で開かれた女楽（女性たちの演奏会）、光源氏の
正妻である女三の宮に対する柏木のよこしまな恋、二人の密通と女三の宮の懐妊などが語られていきます。若菜下巻は長い巻なので、特に
柏木の恋に中心をおきながら、この恋がどのように語られているのかを丹念に読んでいきたいと思います。
　なお、４年生には卒業論文の完成に向けて発表をしてもらいます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、ＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正
確に伝達する能力）を実現するため、次の５点を到達目標とします。
　①『源氏物語』のあらすじを説明することができる。
　②王朝文学を研究するために必要な調査を行うことができる。
　③王朝文学にかんして論を立てることができる。
　④自分の考えを分かりやすく表現することができる。
　⑤人の発表・論文の問題点を指摘することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｃ

吉野　瑞恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「若菜下」発表（３年生）⑥

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

小テスト⑫：「横笛」〜「幻」巻
 「若菜下」発表（３年生）⑦

60分

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

第9回 ４年生第２回卒業論文発表②

第7回

第8回

発表者は、しっかり準備をする。
発表者以外は、発表範囲を熟読する。
全員、小テストの範囲を読む。

「若菜下」発表（３年生）⑧

担当の卒業論文を添削する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

卒業論文添削会

60分

担当の卒業論文を添削する。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

４年生第２回卒業論文発表①

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。
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60分

第11回

第12回

第13回

小テスト⑬：「匂兵部卿」〜「椎本」巻
 ４年生第２回卒業論文発表③

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

４年生第２回卒業論文発表④

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

３年生第２回卒業論文発表①

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

60分

第10回

60分

小テスト⑭：「総角」〜「宿木」巻
 ３年生第２回卒業論文発表②

60分

60分

第15回

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

60分

３年生第２回卒業論文発表③

発表者は、しっかり準備をする。
全員、次回小テストの範囲を読む。

小テスト⑮：「東屋」〜「夢浮橋」巻
 ３年生第２回卒業論文発表④

発表者は、しっかり準備をする。
全員、小テストの範囲を読む。

第14回

- 740 -



授業後に質問を受け付けます。

授業の方法
○「若菜下」巻の発表と、それを受けての討論により進めていきます。
　発表者には、諸本・諸注釈書を見合わせ、自分の担当範囲を読み込み、小さな疑問を大切にして調べ考え、その成果を分かりやすく発表
することを求めます。
　また、毎回かならず、ゼミの参加者全員に発言してもらいます。
○「若菜下」巻の発表のほかに、卒業論文に向けた発表等もしてもらいます。
　また、３年生には欅賞への応募を義務づけています。
○３年生のうちに『源氏物語』を読み通すことも、このゼミの課題です。
　１ヶ月に１回のペースで『源氏物語』の小テストを行いますので、かならず読んできてください。
＊発表準備も小テストの準備も、かなりの長時間を要します。早くから準備するようにしてください。
＊「若菜下」巻の発表範囲を熟読したうえで参加しないと、討論で発言できません。全員発言するまでゼミが終わりませんので、予習を怠
らないようにしてください。
○発表や小テストの回数・番号は、前期からの続きになっています。

成績評価の方法
発表＋討論での発言＋３年生は欅賞論文を70％、『源氏物語』についての小テストを30％、の割合で評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
　①『源氏物語』のあらすじを説明することができるか。
　②王朝文学を研究するために必要な調査を行うことができるか。
　③王朝文学にかんして論を立てることができるか。
　④自分の考えを分かりやすく表現することができるか。
　⑤人の発表・論文の問題点を指摘することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『源氏物語』についての基礎的な知識が必要です。

テキスト
『新編日本古典文学全集21  源氏物語④』（阿部秋生・秋山虔・今井源衛・鈴木日出男校注・訳、小学館、1996年、本体4,657円+税、
ISBN-13: 978-4096580236）

参考書
授業中に紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス・交流ワークショップ

予習：シラバスを読んでおく、復習：配布プリントの確認 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

演習ガイダンス（『釈迦の本地』について概説、調査および発表方法の説明）、発表箇所と発表順の決定

予習：演習で発表する説話の候補を３話選んでくる。復習：配布プリントで授業内容を復習。 120分

ワールド・カフェ（テーマ：どのような演習にしたいか。）

本演習をどのようなものにしたいかについて、自分なりに考えておく。 60分

テーマ・概要
仏教の開祖ブッダの一生を描いた物語『釈迦の本地』を読む。『釈迦の本地』は文章のみの写本や版本、絵巻や絵入り本など、中世から近
世にかけて、さまざまなかたちで流布し、多くの伝本が存在する。本演習では、室町時代につくられた奈良絵本『釈迦の本地』を底本とし
て、前半は作品の概要説明や先行研究の把握、諸伝本との本文や挿絵の比較による精読を通じて、本文読解と研究の基礎を学ぶ。後半は、
釈迦の誕生・出家・成道・涅槃などの場面から各自が一つ選んで発表する。参加者全員で同じテキストを読んで議論することを通して、国
文学の基礎的な研究方法、研究テーマの見つけ方、プレゼンテーションの基本を学びつつ、卒論執筆に向けて段階的に準備をおこなう。
四年生は、卒論の中間報告を定期的におこない、充実した卒論の完成を目指す。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）、DP8（他者理解能力・自己伝達能力）を実現するため、以下の
五点を到達目標とする。
①『釈迦の本地』の調査を通して、中世文学を多角的に分析できる。
②『十訓抄』の原文に注釈をつけ、内容を十分に理解できる。
③変体仮名を解読することができる。
④担当箇所の要点をわかりやすく伝えることができる。
⑤担当箇所についての問題点を見つけ出し、考察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｄ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

教員による模擬発表

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション1

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

第9回 担当者による発表とディスカッション5

第7回

第8回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表ｒとディスカッション2

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション3

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション4

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

担当者による発表とディスカッション6

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション7

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション8

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

60分

第10回

60分

担当者による発表とディスカッション9

60分

60分

第15回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション10

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

まとめ

第1回からの内容を復習。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者は必ず口頭発表を行う。発表の際には、発表資料を作成し、それを授業時に発表する。発表前に発表章段に関する小テストを実施。
発表後は発表内容について参加者全員でディスカッションを行う。

成績評価の方法
発表内容（６０％）、課題レポート（４０％）で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『釈迦の本地』にかぎらず、中世の説話集をはじめとする古典文学作品に幅広く関心を持って読んでおく。

テキスト
適宜プリントや電子データを配布。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

前期のふりかえり

予習：シラバスを読んでおく、復習：配布プリントの確認 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

担当者による発表とディスカッション1

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

演習ガイダンス（『釈迦の本地』について概説、調査および発表方法の説明）、発表箇所と発表順の決定

予習：演習で発表する説話の候補を２話以上選んでくる。復習：配布プリントで授業内容を復習。 60分

テーマ・概要
仏教の開祖ブッダの一生を描いた物語『釈迦の本地』を読む。『釈迦の本地』は文章のみの写本や版本、絵巻や絵入り本など、中世から近
世にかけて、さまざまなかたちで流布し、多くの伝本が存在する。本演習では、室町時代につくられた奈良絵本『釈迦の本地』を底本とし
て、前半は作品の概要説明や先行研究の把握、諸伝本との本文や挿絵の比較による精読を通じて、本文読解と研究の基礎を学ぶ。後半は、
釈迦の誕生・出家・成道・涅槃などの場面から各自が一つ選んで発表する。参加者全員で同じテキストを読んで議論することを通して、国
文学の基礎的な研究方法、研究テーマの見つけ方、プレゼンテーションの基本を学びつつ、卒論執筆に向けて段階的に準備をおこなう。
四年生は、卒論のテーマ報告、中間発表、最終発表会などをおこない、充実した卒論の完成を目指す。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）、DP8（他者理解能力・自己伝達能力）を実現するため、以下の
四点を到達目標とする。
①自分の担当箇所の調査を通して作品を多角的に分析できる。
②情報を収集したうえで、それらを客観的に分析できる。
③担当箇所の内容についてわかりやすく伝えることができる。
④担当箇所を分析し、問題点を見つけ出して自分なりの切り口で考察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｄ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

担当者による発表とディスカッション２

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション３

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

第9回 担当者による発表とディスカッション７

第7回

第8回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション４

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション５

60分

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション６

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

担当者による発表とディスカッション８

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション９

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

担当者による発表とディスカッション１０

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

60分

第10回

60分

担当者による発表とディスカッション１１

60分

60分

第15回

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。 60分

担当者による発表とディスカッション１２

発表予定箇所を熟読し、疑問点を明らかにしておく。

まとめ

第1回からの内容を復習。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者は必ず口頭発表を行う。発表の際には、発表資料を作成し、それを授業時に発表する。発表後は発表内容について参加者全員でディ
スカッションを行う。

成績評価の方法
発表内容（６０％）、課題レポート（４０％）で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
御伽草子の諸作品や中世文学、日本文学に幅広く関心を持って読んでおく。

テキスト
授業時にPDFやプリントで配布する。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の進め方について

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『西鶴織留』について

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

近世文学史の流れ

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

テーマ・概要
井原西鶴作の浮世草子『西鶴織留』を読む。本作は、弟子の北条団水が西鶴の遺稿を整理・編集して出版したものであるが、推定される執
筆時期から、西鶴の代表作とされる町人物浮世草子『日本永代蔵』から『世間胸算用』への橋渡しの役を果たす作品と位置づけられる。町
人を中心とする江戸時代の人々の生活ぶりや、恋愛事情、生死や病など折々に生起する出来事をめぐる心の機微が、西鶴という優れた観察
者の目を通してリアルに描かれる。西鶴の浮世草子は当時大好評を博したが、現代の私たちが楽しむにあたっては、テキストを正確に読解
するための語釈や注釈の方法を学ぶとともに、作品の背景にある社会的・文化的側面にも目を向ける必要がある。そこで本演習では、現代
の注釈書・研究書を手がかりにしながらも、なるべく多くの同時代の文献資料に目を通して注釈の作業を行う。

DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分
析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
・近世文学研究に必要とされる専門的な知識や文献調査の方法を習得する。
・自分の力で作品の論点を見つけ、分析する力を養う。
・ディスカッションを通じて他者と意見を交換し、その成果を自分の研究に反映することができる。
・卒業論文を書くにあたって必要となる構成力や文章力を磨く。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｅ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

四年生発表①『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

四年生発表②『西鶴織留』

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

第9回 三年生発表②『西鶴織留』

第7回

第8回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

四年生発表③『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

四年生発表④『西鶴織留』

60

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

三年生発表①『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

三年生発表③『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

三年生発表④『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

四年生卒論発表①

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

60

第10回

60

四年生卒論発表②

60

60

第15回

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

60

四年生卒論発表③

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

四年生卒論発表④

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
はじめの数回は講義を行い、その後、受講者が発表し、参加者全員で質疑応答を行う演習形式とする。
発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめること。発表後のディスカッションに積極的に加わることができるよ
う、発表者以外もテキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。また適宜小テストを行い、予習ができているか確認する。
浮世草子を読むのと並行して、卒業論文完成に向けて準備を行い、それに関する発表や課題もこなしてもらう。四年生は執筆した卒業論文
の原稿を事前に配布し、他の履修者はそれを読み、各自添削した上で授業に臨む。

成績評価の方法
発表40%、発表に対する発言等、授業への参加具合・小テスト30%、課題レポート30%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・近世文学研究に必要とされる専門的な知識や文献調査の方法を習得できたか。
・自分の力で作品の論点を見つけ、分析する力を養えたか。
・ディスカッションを通じて他者と意見を交換し、その成果を自分の研究に反映することができるか。
・卒業論文を書くにあたって必要となる構成力や文章力が身についたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『校註西鶴織留』野田寿雄編、笠間書院、1992年、839円

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

三年生卒論課題発表

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

三年生発表⑥『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

三年生発表⑤『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

テーマ・概要
井原西鶴作の浮世草子『西鶴織留』を読む。本作は、弟子の北条団水が西鶴の遺稿を整理・編集して出版したものであるが、推定される執
筆時期から、西鶴の代表作とされる町人物浮世草子『日本永代蔵』から『世間胸算用』への橋渡しの役を果たす作品と位置づけられる。町
人を中心とする江戸時代の人々の生活ぶりや、恋愛事情、生死や病など折々に生起する出来事をめぐる心の機微が、西鶴という優れた観察
者の目を通してリアルに描かれる。西鶴の浮世草子は当時大好評を博したが、現代の私たちが楽しむにあたっては、テキストを正確に読解
するための語釈や注釈の方法を学ぶとともに、作品の背景にある社会的・文化的側面にも目を向ける必要がある。そこで本演習では、現代
の注釈書・研究書を手がかりにしながらも、なるべく多くの同時代の文献資料に目を通して注釈の作業を行う。

DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分
析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
・近世文学研究に必要とされる専門的な知識や文献調査の方法を習得する。
・自分の力で作品の論点を見つけ、分析する力を養う。
・ディスカッションを通じて他者と意見を交換し、その成果を自分の研究に反映することができる。
・卒業論文を書くにあたって必要となる構成力や文章力を磨く。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｅ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

三年生発表⑦『西鶴織留』

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

60

三年生発表⑧『西鶴織留』

60

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

60

第9回 四年生卒論発表③

第7回

第8回

発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめる。
発表者以外も、テキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。

論文の書き方

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

四年生卒論発表①

60

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

60

四年生卒論発表②

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

四年生卒論発表④

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

四年生卒論発表⑤

発表者は、十分に事前準備を行い、原稿を用意する。
発表者以外は、事前に配布された原稿を読み、添削しておく。

三年生卒論構想発表①

発表者は、十分に事前準備を行い、その場で出た意見を踏まえながら、卒業論文の執筆に着手する。

60

第10回

60

三年生卒論構想発表②

60

60

第15回

発表者は、十分に事前準備を行い、その場で出た意見を踏まえながら、卒業論文の執筆に着手する。 60

三年生卒論構想発表③

発表者は、十分に事前準備を行い、その場で出た意見を踏まえながら、卒業論文の執筆に着手する。

三年生卒論構想発表④

発表者は、十分に事前準備を行い、その場で出た意見を踏まえながら、卒業論文の執筆に着手する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
受講者が発表し、参加者全員で質疑応答を行う演習形式とする。
発表者は、十分に事前準備を行い、わかりやすくレジュメにまとめること。発表後のディスカッションに積極的に加わることができるよ
う、発表者以外もテキストを事前に読み、質問事項等を各自で整理しておく。また適宜小テストを行い、予習ができているか確認する。
浮世草子を読むのと並行して、卒業論文完成に向けて準備を行い、それに関する発表や課題もこなしてもらう。四年生は執筆した卒業論文
の原稿を事前に配布し、他の履修者はそれを読み、各自添削した上で授業に臨む。

成績評価の方法
発表40%、発表に対する発言等、授業への参加具合・小テスト30%、課題レポート30%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・近世文学研究に必要とされる専門的な知識や文献調査の方法を習得できたか。
・自分の力で作品の論点を見つけ、分析する力を養えたか。
・ディスカッションを通じて他者と意見を交換し、その成果を自分の研究に反映することができるか。
・卒業論文を書くにあたって必要となる構成力や文章力が身についたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『校註西鶴織留』野田寿雄編、笠間書院、1992年、839円

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス。
スケジュール確認他

【予習】シラバスをよく読んで演習の進め方を理解しておく。 ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。
【復習】学修したものを省みる。

６０

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。渡された資料をよく読んで内容を理解する。初読メモ（２００字）を
用意する。
【復習】　学修したものを省みる。

６０

テーマ・概要
　テーマは〈名作から学ぶ〉　３年生にはあらかじめこちらでリストアップした中短編小説の読み解きに取り組んでもらう。詩と戯曲につ
いてもリストを用意し、ジャンルを問わない作品読解のセンスを磨きたい。毎回一人一作品を読みきる発表になる。年二回の機会を予定し
ている。なおリストにある作品以外のものを取り上げたい場合は相談に応じる。
４年生は各自卒業論文のテーマに関連した作品について発表する。何を選ぶかは自由だがゼミで扱うものであることに配慮して選ぶこと。
毎回取り上げられる作品については、全員〈自問自答メモ〉をワープロ書きで用意すること。これは司会でも使われるが、基本的には入場
券に等しいもので、ゼミのメンバーとして毎回提出を当然の義務と心得ること。
コンセプトはｆ・ｇとも同じだが、各発表者の作品選択によりそれぞれの演習の具体的な内容はおのずと全く別のものになる。

〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため、次の４点を到達目標とする。
　①　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができる。
　②　作品論の方法やセンスが身についている。
　③　さまざまなジャンルの作品を読みこなす文学的感性を備えている。
　④　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｆ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】講義から学修したものと比較して予習内容を省みる

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第9回 ４年生による発表とそれをめぐる論

第7回

第8回

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。
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９０

第11回

第12回

第13回

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第10回

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

６０

９０

第15回

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

総括

【予習】それぞれなりに評価点反省点を顧みて授業に臨む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　原則として１回１作品を取り上げ、担当者が準備した資料と口頭発表の後に質問や賛否の意見をメンバー全員で出し合い、最終的に作品
のテーマやモチーフおよび評価に関する共通理解を導く。
　毎回司会とコメンテーターを用意する。司会は次回発表者、コメンテーターは３年生が２名ずつ務める。
　全員毎回〈初読メモ〉（あるいは〈自問自答メモ〉）を司会者に提出すること。また機会を設けて卒論の中間報告他の共同研究を行う。
　なお４年生の事情によっては予定が動くこともありうる。
　また発表が水準に達していない場合は再発表を要求されることもありうる。

成績評価の方法
　総合評価。平常点（授業への参加状況）４０％、発表内容３０％、〈自問自答メモ〉およびレポート３０％の。
　受講者各自の発言はカウントし評価材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解しているか
・　作品論の方法やセンスが身についているか
・　さまざまなジャンルを問わない読みの感性を培えたか。
・　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【関連科目】比較文学、および近代文学関係の講義

テキスト
　適宜指示、あるいは配布する。

参考書
　特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

共同研究

【予習】前期の反省点を考えてくる。【復習】学修したものを省みる。 ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。初読メモを書く。

【復習】学修したものを省みる。

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。初読メモを書く。
【復習】学修したものを省みる。

９０

テーマ・概要
　テーマは〈名作から学ぶ〉　３年生にはあらかじめこちらでリストアップした中短編小説の読み解きに取り組んでもらう。詩と戯曲につ
いてもリストを用意し、ジャンルを問わない作品読解のセンスを磨きたい。毎回一人一作品を読みきる発表になる。年二回の機会を予定し
ている。なおリストにある作品以外のものを取り上げたい場合は相談に応じる。
４年生は各自卒業論文のテーマに関連した作品について発表する。何を選ぶかは自由だがゼミで扱うものであることに配慮して選ぶこと。
毎回取り上げられる作品については、全員〈自問自答メモ〉をワープロ書きで用意すること。これは司会でも使われるが、基本的には入場
券に等しいもので、ゼミのメンバーとして毎回提出を当然の義務と心得ること。
コンセプトはｆ・ｇとも同じだが、各発表者の作品選択によりそれぞれの演習の具体的な内容はおのずと全く別のものになる。

〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため、次の４点を到達目標とする。
　①　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができる。
　②　作品論の方法やセンスが身についている。
　③　さまざまなジャンルの作品を読みこなす文学的感性を備えている。
　④　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｆ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】学修したものを省みる

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第9回 ３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

第7回

第8回

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。
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９０

第11回

第12回

第13回

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第10回

９０

共同研究

６０

９０

第15回

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

総括

【予習】それぞれなりに後期の評価点反省点を顧みて授業に臨む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　原則として１回１作品を取り上げ、担当者が準備した資料と口頭発表の後に質問や賛否の意見をメンバー全員で出し合い、最終的に作品
のテーマやモチーフおよび評価に関する共通理解を導く。
　毎回司会とコメンテーターを用意する。司会は次回発表者、コメンテーターは３年生が２名ずつ務める。
　水準に達しない発表は再発表を要求されることもありうる。
　なお共同研究には卒業論文制作に関わる報告をめぐっての研究が入ってくる場合もある。

成績評価の方法
　　総合評価。平常点（授業への参加状況）４０％、発表内容３０％、〈自問自答メモ〉およびレポート３０％の。
　受講者各自の発言はカウントし評価材料とする。受講者各自の発言はカウントし評価材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解しているか
・　作品論の方法やセンスが身についているか
・　さまざまなジャンルを問わない読みの感性を培えたか。
・　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【関連科目】比較文学、および近代文学関係の講義

テキスト
　適宜指示、あるいは配布する

参考書
　特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス。
スケジュール確認他

【予習】シラバスをよく読んで演習の進め方を理解しておく。 ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。
【復習】学修したものを省みる。

６０

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。渡された資料をよく読んで内容を理解する。初読メモ（２００字）を
用意する。
【復習】　学修したものを省みる。

６０

テーマ・概要
　テーマは〈名作から学ぶ〉　３年生にはあらかじめこちらでリストアップした中短編小説の読み解きに取り組んでもらう。詩と戯曲につ
いてもリストを用意し、ジャンルを問わない作品読解のセンスを磨きたい。毎回一人一作品を読みきる発表になる。年二回の機会を予定し
ている。なおリストにある作品以外のものを取り上げたい場合は相談に応じる。
４年生は各自卒業論文のテーマに関連した作品について発表する。何を選ぶかは自由だがゼミで扱うものであることに配慮して選ぶこと。
毎回取り上げられる作品については、全員〈自問自答メモ〉をワープロ書きで用意すること。これは司会でも使われるが、基本的には入場
券に等しいもので、ゼミのメンバーとして毎回提出を当然の義務と心得ること。
コンセプトはｆ・ｇとも同じだが、各発表者の作品選択によりそれぞれの演習の具体的な内容はおのずと全く別のものになる。

〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため、次の４点を到達目標とする。
　①　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができる。
　②　作品論の方法やセンスが身についている。
　③　さまざまなジャンルの作品を読みこなす文学的感性を備えている。
　④　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｇ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】講義から学修したものと比較して予習内容を省みる

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第9回 共同研究

第7回

第8回

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

４年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。
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９０

第11回

第12回

第13回

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第10回

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

６０

９０

第15回

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

総括

【予習】それぞれなりに評価点反省点を顧みて授業に臨む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　原則として１回１作品を取り上げ、担当者が準備した資料と口頭発表の後に質問や賛否の意見をメンバー全員で出し合い、最終的に作品
のテーマやモチーフおよび評価に関する共通理解を導く。
　毎回司会とコメンテーターを用意する。司会は次回発表者、コメンテーターは３年生が２名ずつ務める。
　全員毎回〈初読メモ〉（あるいは〈自問自答メモ〉）を司会者に提出すること。また機会を設けて卒論の中間報告他の共同研究を行う。
　なお４年生の事情によっては予定が動くこともありうる。
　また発表が水準に達していない場合は再発表を要求されることもありうる。

成績評価の方法
　総合評価。平常点（授業への参加状況）４０％、発表内容３０％、〈初読メモ〉あるいは〈自問自答メモ〉、レポート３０％の。
　受講者各自の発言はカウントし評価材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解しているか
・　作品論の方法やセンスが身についているか
・　さまざまなジャンルを問わない読みの感性を培えたか。
・　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【関連科目】比較文学、および近代文学関係の講義

テキスト
　適宜指示、あるいは配布する。

参考書
　特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

共同研究

【予習】前期の反省点を考えてくる。【復習】学修したものを省みる。 ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。初読メモを書く。

【復習】学修したものを省みる。

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読む。初読メモを書く。
【復習】学修したものを省みる。

９０

テーマ・概要
　　テーマは〈名作から学ぶ〉　３年生にはあらかじめこちらでリストアップした中短編小説の読み解きに取り組んでもらう。詩と戯曲に
ついてもリストを用意し、ジャンルを問わない作品読解のセンスを磨きたい。毎回一人一作品を読みきる発表になる。年二回の機会を予定
している。なおリストにある作品以外のものを取り上げたい場合は相談に応じる。
４年生は各自卒業論文のテーマに関連した作品について発表する。何を選ぶかは自由だがゼミで扱うものであることに配慮して選ぶこと。
毎回取り上げられる作品については、全員〈自問自答メモ〉をワープロ書きで用意すること。これは司会でも使われるが、基本的には入場
券に等しいもので、ゼミのメンバーとして毎回提出を当然の義務と心得ること。
コンセプトはｆ・ｇとも同じだが、各発表者の作品選択によりそれぞれの演習の具体的な内容はおのずと全く別のものになる。

　〈日本文学科〉ＤＰ６～８実現のため、次の４点を到達目標とする。
　①　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができる。
　②　作品論の方法やセンスが身についている。
　③　さまざまなジャンルの作品を読みこなす文学的感性を備えている。
　④　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｇ

林　廣親

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

３年生による発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】学修したものを省みる

９０

３年生による発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第9回 ３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

第7回

第8回

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

９０

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。
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９０

第11回

第12回

第13回

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書く。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

【予習】指定された作品を読み、初読めもを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

第10回

９０

３年生による二巡目の発表とそれをめぐる論議

６０

９０

第15回

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

９０

共同研究

【予習】指定された作品を読み、初読メモを書いて持参する。
【復習】演習を通じて学修したものと比較して自らの読解力の問題点を省みる。

総括

【予習】それぞれなりに後期の評価点反省点を顧みて授業に臨む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　原則として１回１作品を取り上げ、担当者が準備した資料と口頭発表の後に質問や賛否の意見をメンバー全員で出し合い、最終的に作品
のテーマやモチーフおよび評価に関する共通理解を導く。
　毎回司会とコメンテーターを用意する。司会は次回発表者、コメンテーターは３年生が２名ずつ務める。
　水準に達しない発表は再発表を要求されることもありうる。
　なお共同研究は卒業論文制作に関わる報告をめぐって行う場合もありうる。

成績評価の方法
　総合評価。平常点（授業への参加状況）４０％、発表内容３０％、〈初読メモ〉あるいは〈自問自答メモ〉、レポート３０％の。
　受講者各自の発言はカウントし評価材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・　作品を〈読む〉とはどういうことかを理解しているか
・　作品論の方法やセンスが身についているか
・　さまざまなジャンルを問わない読みの感性を培えたか。
・　作品の読解を楽しみ、その感動を他の人と共有することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【関連科目】比較文学、および近代文学関係の講義

テキスト
　適宜指示、あるいは配布する

参考書
　特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 773 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

４年生は、自らの卒業論文テーマおよび授業テキストを決めておく。３年生はテキストを読み、担当作
品の候補を決めておく。

*

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と討議２

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

テーマ・概要
　４年生には、各自の卒業論文を視野に入れた発表をしてもらう。テーマは多岐にわたると予想されるが、３年生も含め、参加者は事前の
告知により予習して演習に臨むことになるので、短編小説などを取り上げることが望ましい。　３年生には、「身体」を軸とした作品の分
析を試みてもらう。明治以降、海外に赴いた日本人作家は、そこにどのような身体を見出したか。自然主義の描く遺伝に縛られた身体は、
自らの身体と言えたのか。遊蕩や美に耽る文学者たちは、身体にどのような夢を見たのか。プロレタリア文学は労働者の身体をどのように
捉え、探偵小説は身体の損壊にどのような意味をこめたか。身体という私たちにとって最も身近なものを通して、近代の日本を見直してみ
たい。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込む。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表する。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｈ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表と討議３

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議4

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

第9回 発表と討議8

第7回

第8回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議5

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議6

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議7

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議9

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議10

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議11

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

*

第10回

*

発表と討議12

*

*

第15回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１3

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

反省会

半期に学んだことを振り返る。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　輪番形式で発表し、討議を行う。必要に応じ、授業時間を超えて討議や指導を行うことがある。
*準備学修については、自らが発表者である回は一ヶ月ほど前から準備を始め、９００分程度を目安としてレジュメを作成する。発表者で
ない回は、６０分程度を目安としてテキストを読了し、初読メモを担当教員に送る。

成績評価の方法
　第１に発表内容。これは、レジュメの充実度やプレゼンテーションの工夫も含む。第２に演習への参加度。出席は重視するが、テキスト
未読の場合、出席とはみなさず、また出席以上に発言や初読メモを重視する。この両者をそれぞれ５０％の割り振りで総合評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込んだか。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表したか。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深めたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　あらゆる学問はたがいに関連しあっている。

テキスト
『江戸川乱歩作品集Ⅲ』（岩波文庫）ほか

参考書
　適宜授業中に指示する。学生諸君からの教示も歓迎する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
卒論中間発表資料の配付および担当作品と発表順の調整

４年生は、自らの卒業論文の一部（目次と本文２０００字以上）を参加人数分用意する。３年生はテキ
ストを読み、担当作品の候補を決めておく。

*

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業論文中間発表２

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

卒業論文中間発表１

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

テーマ・概要
4年生には卒業論文の中間発表をしてもらう。3年生には日本文学演習Ⅰｈに続き、身体に着目しつつ近代文学作品を読む発表をしてもら
う。テーマについては日本文学演習Ⅰｈに記した通り。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込む。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表し、レポートなどにまとめる。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｈ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒業論文中間発表３

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

発表と討議１

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

第9回 発表と討議５

第7回

第8回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議２

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議３

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議４

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議６

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議７

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議８

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

*

第10回

*

発表と討議９

*

*

第15回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１０

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

反省会

半期に学んだことを振り返る。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　輪番形式で発表し、討議を行う。必要に応じ、授業時間を超えて討議や指導を行うことがある。
*準備学修については、自らが発表者である回は一ヶ月ほど前から準備を始め、９００分程度を目安としてレジュメを作成する。発表者で
ない回は、６０分程度を目安としてテキストを読了し、初読メモを担当教員に送る。

成績評価の方法
　第１に発表内容。第２に演習への参加度。これらの内容に関しては日本文学演習Ⅰｈを参照のこと。4年生はこの両者を50％ずつの割り
振りで総合評価する。3年生はこれらに10000字のレポートを合わせ、3者をそれぞれ３０～３５％程度の割り振りで総合評価する。必要に
応じ、期末の試験を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込んだか。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表したか。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深め、レポートなどに結実させたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　あらゆる学問はたがいに関連しあっている。

テキスト
参加者の関心と問題意識に従い、自由に選ばれる。

参考書
　適宜授業中に指示する。学生諸君からの教示も歓迎する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

４年生は、自らの卒業論文テーマおよび授業テキストを決めておく。３年生はテキストを読み、担当作
品の候補を決めておく。

*

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表と討議２

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

テーマ・概要
　４年生には、各自の卒業論文を視野に入れた発表をしてもらう。テーマは多岐にわたると予想されるが、３年生も含め、参加者は事前の
告知により予習して演習に臨むことになるので、短編小説などを取り上げることが望ましい。　３年生には、１９７０年代を中心に発表さ
れた文学を読む。人類が月に着陸し、日本最初の万博が開かれ、学生運動が激しさを増し、三島由紀夫が死に、公害訴訟が次々に起こると
いう時代に、文学はどのように向き合ったのか。ある時代の作品たちと対話することは、私たち自身を見直すことに繋がるであろう。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込む。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表し、レポートの準備をする。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習Ｉ ｉ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421207

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表と討議３

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議4

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

第9回 発表と討議8

第7回

第8回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議5

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議6

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議7

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議9

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議10

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議11

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

*

第10回

*

発表と討議12

*

*

第15回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１3

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

反省会

半期に学んだことを振り返る。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　輪番形式で発表し、討議を行う。必要に応じ、授業時間を超えて討議や指導を行うことがある。
*準備学修については、自らが発表者である回は一ヶ月ほど前から準備を始め、９００分程度を目安としてレジュメを作成する。発表者で
ない回は、６０分程度を目安としてテキストを読了し、初読メモを担当教員に送る。

成績評価の方法
　第１に発表内容。これは、レジュメの充実度やプレゼンテーションの工夫も含む。第２に演習への参加度。出席は重視するが、テキスト
未読の場合、出席とはみなさず、また出席以上に発言や初読メモを重視する。この両者をそれぞれ５０％の割り振りで総合評価する。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込んだか。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表したか。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深めたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　あらゆる学問はたがいに関連しあっている。

テキスト
『日本文学100年の名作第６巻1964-1973　ベトナム姐ちゃん』（新潮文庫）ほか

参考書
　適宜授業中に指示する。学生諸君からの教示も歓迎する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
卒論中間発表資料の配付および担当作品と発表順の調整

４年生は、自らの卒業論文の一部（目次と本文２０００字以上）を参加人数分用意する。３年生はテキ
ストを読み、担当作品の候補を決めておく。

*

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業論文中間発表２

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

卒業論文中間発表１

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

テーマ・概要
日本文学演習Ⅰｉに続き、１９７０年代を中心に発表された文学を読む。人類が月に着陸し、日本最初の万博が開かれ、学生運動が激しさ
を増し、三島由紀夫が死に、公害訴訟が次々に起こるという時代に、文学はどのように向き合ったのか。ある時代の作品たちと対話するこ
とは、私たち自身を見直すことに繋がるであろう。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発進力）、６（文化現象の総合的理解）、７
（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３点
を到達目標とする。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込む。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表し、レポートなどにまとめる。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文学演習II ｉ

浜田　雄介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421208

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒業論文中間発表３

資料をもとに、質疑の準備をする。 *

発表と討議１

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

第9回 発表と討議５

第7回

第8回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議２

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議３

*

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議４

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。
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*

第11回

第12回

第13回

発表と討議６

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議７

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

発表と討議８

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

*

第10回

*

発表と討議９

*

*

第15回

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。 *

発表と討議１０

テキストを読み、調査を行い、初読メモを送る。発表者はレジュメを作成する。

反省会

半期に学んだことを振り返る。

第14回
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　ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　輪番形式で発表し、討議を行う。必要に応じ、授業時間を超えて討議や指導を行うことがある。
*準備学修については、自らが発表者である回は一ヶ月ほど前から準備を始め、９００分程度を目安としてレジュメを作成する。発表者で
ない回は、６０分程度を目安としてテキストを読了し、初読メモを担当教員に送る。

成績評価の方法
　第１に発表内容。第２に演習への参加度。これらの内容に関しては日本文学演習Ⅰｈを参照のこと。4年生はこの両者を50％ずつの割り
振りで総合評価する。3年生はこれらに10000字のレポートを合わせ、3者をそれぞれ３０～３５％程度の割り振りで総合評価する。必要に
応じ、期末の試験を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
①日本の近代文学を対象として、自ら問題やテーマを設定し、その解決のために資料を調査し、テキストを読み込んだか。
②調査分析に基づく考察をまとめ、レジュメ等を作成して輪番で発表したか。
③参加者との討論を通して多様な読みを知り、文化や世界に対する想像力を養いつつ、自らの思索を深め、レポートなどに結実させたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　あらゆる学問はたがいに関連しあっている。

テキスト
『日本文学100年の名作第７巻1974-1983　公然の秘密』（新潮文庫）

参考書
　適宜授業中に指示する。学生諸君からの教示も歓迎する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
発表者の割り当て

発表テーマを考える。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表テーマに関する意見交換

発表テーマを考える。発表準備を行う。 60

発表テーマに関する意見交換

発表テーマを考える。 30

テーマ・概要
　日本語の実態・変化に関する問題点を追及する。最初に、音韻、文字・表記、文法、敬語、語彙・意味等の問題について、現時点で関心
を持っているテーマを披露してもらい、意見を聞きながら、追究したい内容を決定する。その後、なるべく多くの資料を調査し、問題点を
考察して発表する。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習Ｉ ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421211

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

60

発表準備を行う。 60

第9回 発表・質疑応答
前半の発表の確認

第7回

第8回

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う 60

発表・質疑応答

60

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

発表準備を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う。

60

第10回

60

発表・質疑応答

60

60

第15回

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

発表準備を行う。

後半の発表の確認
前期の発表のまとめ

自分の発表内容の確認を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表内容（50％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（50％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①的確に用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

前期発表内容に関する意見交換

発表テーマを再考する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。 60

前期発表内容に関する意見交換

発表テーマを再考する。発表準備を行う。 30

テーマ・概要
　日本語の実態・変化に関する問題点を追及する。最初に、前期に発表したテーマが、来年度執筆する卒業論文テーマにふさわしいもので
あるか、意見を聞きながら検証を行う。その後、前期発表内容を更に深く追究した発表、あるいは調査資料や追究テーマ・内容を変更した
発表を、各自判断して行う。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習II ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421212

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

60

テーマの予習、発表準備を行う。 60

第9回 発表・質疑応答

第7回

第8回

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う 60

発表・質疑応答

60

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答
前半の発表の確認

発表準備を行う。

- 795 -



60

第11回

第12回

第13回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

テーマの予習、発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う。

60

第10回

60

発表・質疑応答

60

60

第15回

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答
後半の発表の確認

発表準備を行う。

後期の発表のまとめ

発表内容の確認を行う。

第14回

- 796 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表内容（50％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（50％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①的確に用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 797 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
発表者の割り当て

発表テーマを考える。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論テーマに関する意見交換

資料調査を行う。 60

卒論テーマに関する意見交換

発表テーマを考える。 30

テーマ・概要
　日本語の実態・変化に関する問題点を追及する。最初に、卒業論文のテーマの確認を行う。その後、そのテーマに関わる、音韻、文字・
表記、文法、敬語、語彙・意味等の事項について、資料を調査し、問題点を考察して発表する。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習III ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421213

4 2019年度 前期

- 798 -



第4回

第5回

第6回

発表・質疑応答

資料調査・発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

60

発表準備を行う。 60

第9回 発表・質疑応答
前半の発表の解説

第7回

第8回

資料調査・発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う 60

発表・質疑応答

60

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

発表準備を行う。

- 799 -



60

第11回

第12回

第13回

発表・質疑応答

発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う。

発表・質疑応答

発表準備を行う。

60

第10回

60

発表・質疑応答

60

60

第15回

発表準備を行う。 60

発表・質疑応答

発表準備を行う。

後半の発表の確認
前期の発表のまとめ

発表内容の確認を行う。

第14回

- 800 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表内容（50％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（50％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①的確に用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 801 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒論追究内容の確認

発表の準備を行う。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表の準備を行う。 60

卒論追究内容の確認

発表の準備を行う。 60

テーマ・概要
　日本語の実態・変化に関する問題点を追究する。最初に、卒業論文のテーマ・概要の確認を、意見を聞きながら行う。その後、追究して
いる日本語学的内容を、やや卒業論文に近い形式にまとめた発表資料を準備しつつ披露し、考察を深める。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①的確に日本語の用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習IV ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151421214

4 2019年度 後期

- 802 -



第4回

第5回

第6回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表の準備を行う。 60

発表・質疑応答

60

テーマの予習、発表の準備を行う。 60

第9回 発表・質疑応答

第7回

第8回

テーマの予習、発表の準備を行う。

発表・質疑応答

発表の準備を行う。 60

発表・質疑応答

60

発表の準備を行う。 60

発表・質疑応答
前半の発表の確認

発表の準備を行う。

- 803 -



60

第11回

第12回

第13回

発表・質疑応答

テーマの予習、発表の準備を行う。

発表・質疑応答

テーマの予習、発表の準備を行う。

発表・質疑応答

発表の準備を行う。

60

第10回

60

発表・質疑応答

60

60

第15回

発表の準備を行う。 60

発表・質疑応答
後半の発表の確認

発表の準備を行う。

後期の発表のまとめ

発表内容の確認を行う。

第14回

- 804 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表内容（50％）、授業中の発言や質問など授業への積極的な参加（50％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①的確に日本語の用例を収集し、分析することができる。
②説得力のある発表を行うことができる。
③日本語学・日本語資料に関する基礎的な事項を理解し、分かりやすく説明することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 805 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

シラバスを読み、授業の流れを理解しておく。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト①第3講、第4講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第1講、第2講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テーマ・概要
卒業論文執筆を意識しながら、現代日本語の分析方法を学んでいく。前期から後期前半の演習では、どのような研究対象・研究方法がある
のか概略をつかむことを目標にする。具体的には、テキスト①②を用いて「認知言語学」と「語用論」の方法のそれぞれ基本を丁寧に検討
する。この2つの方法論は言語理論から日本語を捉える上での二大潮流であり、日本語研究の基礎を固める上で、理解しておくことはきわ
めて重要である。テキスト③④は、前期中に自分で通読してもらう（折にふれ授業でも取り上げる）。①では、類義語、比喩、主体化な
ど、②では、指示表現、ポライトネス、情報構造、会話の構造など、③では、位相語・役割語・敬語・ことばのゆれ・やさしい日本語な
ど、④では、文字表記・語感・あいまい表現などが扱われており、卒業論文のテーマとなりうるもののうち、かなりの部分はカバーできる
と思う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３
点を到達目標とする。
・日本語学の基礎知識を確実に把握しているとともに最新動向を理解している。
・独力で自分の関心のある言語現象が分析できる。
・他者に向けてわかりやすく分析した内容を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習Ｉ ｂ

森　雄一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351421211

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期

- 806 -



第4回

第5回

第6回

テキスト①第5講、第6講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第7講、第8講の講読と討論

60

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

第9回 テキスト②第1章の講読と討論

第7回

第8回

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト①第9講、第10講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第11講、第12講の講読と討論

60

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第13講、第14講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

- 807 -



60

第11回

第12回

第13回

テキスト②第2章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト②第3章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト②第4章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

60

第10回

60

テキスト②第5章の講読と討論

120

60

第15回

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第6章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

まとめ

テキストを読み、内容を理解しておく。
テキスト全体を復習しておく。

第14回

- 808 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
出席・予習状況が良好であることが単位取得の前提である。発言など授業への参加度（３０％）、発表・コメントの質（７０％）により成
績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本語学、認知言語学、語用論の基本的知識が十分身についているか。
・日本語の言語現象の分析が独力でできるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目
「日本語研究の基礎」「日本語法」「日本語学講義」「日本語・日本文学のためのコンピュータ」

テキスト
①『認知言語学入門』（籾山洋介著・研究社）
②『語用論研究法ガイドブック』（加藤重広・滝浦真人編・ひつじ書房）
③『ケーススタディ　日本語のバラエティ』（上野智子他編・おうふう）
④『ケーススタディ　日本語の表現』（多門靖容他編・おうふう）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 809 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

シラバスを読み、授業の流れを理解する。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト②第8章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第7章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テーマ・概要
卒業論文執筆を意識しながら、現代日本語の分析方法を学んでいく。前期に引き続き、テキスト②の７章以後の検討を終えたあと、受講生
に各自の問題設定をもとに発表してもらい、皆で討論を行う。
なお、語彙力の増強と現代日本語学の基礎知識の確認をウォーミングアップとして行うこともある。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３
点を到達目標とする。
・日本語学の基礎知識を確実に把握しているとともに最新動向を理解している。
・独力で自分の関心のある言語現象が分析できる。
・他者に向けてわかりやすく分析した内容を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習II ｂ

森　雄一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351421212

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期

- 810 -



第4回

第5回

第6回

テキスト②第9章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第10章の講読と討論

60

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

第9回 受講生の発表とそれをもとにした討論

第7回

第8回

テキストを読み、内容を理解しておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

60

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

- 811 -



60

第11回

第12回

第13回

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

60

第10回

60

受講生の発表とそれをもとにした討論

60

60

第15回

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

授業のまとめ

今学期の授業内容全体を復習する。

第14回

- 812 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
出席状況が良好であることが単位取得の前提である。発言など授業への参加度（２０％）、発表・
コメントの質（８０％）により成績評価を行う.

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本語学の最新の研究知識が身についているか。
・自分で調査した内容を的確に発表できるか。
・他の受講生の発表を聞き適切なコメントができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目
「日本語研究の基礎」「日本語法」「日本語学講義」「日本語・日本文学のためのコンピュータ」

テキスト
①『認知言語学入門』（籾山洋介著・研究社）
②『語用論研究法ガイドブック』（加藤重広・滝浦真人編・ひつじ書房）
③『ケーススタディ　日本語のバラエティ』（上野智子他編・おうふう）
④『ケーススタディ　日本語の表現』（多門靖容他編・おうふう）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 813 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

シラバスを読み、授業の流れを理解しておく。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト①第3講、第4講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第1講、第2講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テーマ・概要
卒業論文執筆を意識しながら、現代日本語の分析方法を学んでいく。前期から後期前半の演習では、どのような研究対象・研究方法がある
のか概略をつかむことを目標にする。具体的には、テキスト①②を用いて「認知言語学」と「語用論」の方法のそれぞれ基本を丁寧に検討
する。この2つの方法論は言語理論から日本語を捉える上での二大潮流であり、日本語研究の基礎を固める上で、理解しておくことはきわ
めて重要である。テキスト③④は、前期中に自分で通読してもらう（折にふれ授業でも取り上げる）。①では、類義語、比喩、主体化な
ど、②では、指示表現、ポライトネス、情報構造、会話の構造など、③では、位相語・役割語・敬語・ことばのゆれ・やさしい日本語な
ど、④では、文字表記・語感・あいまい表現などが扱われており、卒業論文のテーマとなりうるもののうち、かなりの部分はカバーできる
と思う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３
点を到達目標とする。
・日本語学の基礎知識を確実に把握しているとともに最新動向を理解している。
・独力で自分の関心のある言語現象が分析できる。
・他者に向けてわかりやすく分析した内容を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習Ｉ c

森　雄一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351421211

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキスト①第5講、第6講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第7講、第8講の講読と討論

60

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

第9回 テキスト②第1章の講読と討論

第7回

第8回

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト①第9講、第10講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第11講、第12講の講読と討論

60

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト①第13講、第14講の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

テキスト②第2章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト②第3章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

テキスト②第4章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

60

第10回

60

テキスト②第5章の講読と討論

120

60

第15回

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第6章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。

まとめ

テキストを読み、内容を理解しておく。
テキスト全体を復習しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
出席・予習状況が良好であることが単位取得の前提である。発言など授業への参加度（３０％）、発表・コメントの質（７０％）により成
績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本語学、認知言語学、語用論の基本的知識が十分身についているか。
・日本語の言語現象の分析が独力でできるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目
「日本語研究の基礎」「日本語法」「日本語学講義」「日本語・日本文学のためのコンピュータ」

テキスト
①『認知言語学入門』（籾山洋介著・研究社）
②『語用論研究法ガイドブック』（加藤重広・滝浦真人編・ひつじ書房）
③『ケーススタディ　日本語のバラエティ』（上野智子他編・おうふう）
④『ケーススタディ　日本語の表現』（多門靖容他編・おうふう）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

シラバスを読み、授業の流れを理解する。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト②第8章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第7章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テーマ・概要
卒業論文執筆を意識しながら、現代日本語の分析方法を学んでいく。前期に引き続き、テキスト②の７章以後の検討を終えたあと、受講生
に各自の問題設定をもとに発表してもらい、皆で討論を行う。
なお、語彙力の増強と現代日本語学の基礎知識の確認をウォーミングアップとして行うこともある。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の３
点を到達目標とする。
・日本語学の基礎知識を確実に把握しているとともに最新動向を理解している。
・独力で自分の関心のある言語現象が分析できる。
・他者に向けてわかりやすく分析した内容を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学演習II c

森　雄一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351421212

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テキスト②第9章の講読と討論

テキストを読み、内容を理解しておく。 60

テキスト②第10章の講読と討論

60

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

第9回 受講生の発表とそれをもとにした討論

第7回

第8回

テキストを読み、内容を理解しておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

60

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

- 819 -



60

第11回

第12回

第13回

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

60

第10回

60

受講生の発表とそれをもとにした討論

60

60

第15回

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。 60

受講生の発表とそれをもとにした討論

テキスト中の発表内容に関わる部分を読み直し、自分なりの問題意識を持っておく。

授業のまとめ

今学期の授業内容全体を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
出席状況が良好であることが単位取得の前提である。発言など授業への参加度（２０％）、発表・
コメントの質（８０％）により成績評価を行う.

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本語学の最新の研究知識が身についているか。
・自分で調査した内容を的確に発表できるか。
・他の受講生の発表を聞き適切なコメントができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目
「日本語研究の基礎」「日本語法」「日本語学講義」「日本語・日本文学のためのコンピュータ」

テキスト
①『認知言語学入門』（籾山洋介著・研究社）
②『語用論研究法ガイドブック』（加藤重広・滝浦真人編・ひつじ書房）
③『ケーススタディ　日本語のバラエティ』（上野智子他編・おうふう）
④『ケーススタディ　日本語の表現』（多門靖容他編・おうふう）

参考書
授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
日本古典文学の展開と流れ概説１

シラバスを読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

神と仏の文学—神祇と釈教

授業で指定する課題を行う。 60

古典文学の展開と流れ概説２

授業で指定する課題を行う。 60

テーマ・概要
社会との関わりを視野に入れつつ、中世（平安末期〜室町時代）における神仏に関わる文学の歴史を学ぶ。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）を実現するため、以下の三点を到達目標とする。
①中世における神仏にかかわる文学の特徴と意義を説明できる。
②授業で取り上げた作品の意味内容を理解できる。
③文学作品と歴史を関連づけて把握することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

中世日本文学史Ａ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425103

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

神祇の文学１—神と人との贈答歌

授業で指定する課題を行う。 60

神祇の文学２—神の託宣歌

60

授業で指定する課題を行う。 180

第9回 仏の文学2ー仏事法会とのかかわり

第7回

第8回

授業で指定する課題を行う。

神祇の文学３—奉納和歌

授業で指定する課題を行う。 60

到達度確認テスト１・解説

60

これまでの復習、テスト準備。 60

仏の文学１—狂言綺語の文学と仏教

授業で指定する課題を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

仏の文学３—経典の翻訳としての釈教歌

授業で指定する課題を行う。

仏の文学４—釈教歌の展開

授業で指定する課題を行う。

神仏習合の文学１

授業で指定する課題を行う。

60

第10回

60

神仏習合の文学２

60

180

第15回

授業で指定する課題を行う。 60

到達度確認テスト２・解説

これまでの復習、テスト準備。

まとめ

これまでの復習。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
中世における和歌・連歌の歴史を講義する他、アクティブ・ラーニングの手法を用いて、受講生が主体的に参加できるようにする。大人数
講義ではあるが、毎回、なんらかの課題に取り組み、それを提出する。

成績評価の方法
授業で提出する課題（４０％）、到達度確認テスト（６０％）。受講生の積極的な参加を重視する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本の古典文学に幅広く関心を持つこと。

テキスト
適宜、プリントを配布する。

参考書
小峯和明編『日本文学史 古代中世編』（ミネルヴァ書房、2013）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
古典文学の展開と流れ（散文編）

シラバスを読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

説話２―説話集の成立

授業で指定する課題を行う。 60

説話１―中世説話の世界

授業で指定する課題を行う。 60

テーマ・概要
社会との関わりを視野に入れつつ、中世日本文学（主として散文）の歴史を学ぶ。中世文学の散文作品（説話、物語、軍記物など）を具体
的に読み解きながら、その歴史的な意義や特徴を理解する。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力・多面的な分析能力）を実現するため、以下の三点を到達目標とする。
①鎌倉・室町時代における説話・お伽草子・軍記の変遷と特徴を説明できる。
②授業で取り上げた作品の意味内容を理解できる。
③文学作品と歴史を関連づけて把握することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

中世日本文学史Ｂ

平野　多恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

説話３―説話の比較

授業で指定する課題を行う。 60

説話４―説話集の配列と編纂

60

授業で指定する課題を行う。 60

第9回 お伽草子３―稚児物

第7回

第8回

授業で指定する課題を行う。

説話５―説話集の編者、まとめ

授業で指定する課題を行う。 60

お伽草子１―その概説と分類

60

授業で指定する課題を行う。 60

お伽草子２―異類物

授業で指定する課題を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

お伽草子４―和歌の役割

授業で指定する課題を行う。

軍記１―軍記のはじまり

授業で指定する課題を行う。

軍記２―さまざまな軍記物語

授業で指定する課題を行う。

60

第10回

60

軍記３―鎮魂と芸能

60

180

第15回

授業で指定する課題を行う。 60

到達度確認テスト

テスト準備。

テスト解説、まとめ

テストの復習。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
中世文学史の基礎知識を講義する他、アクティブ・ラーニングの手法を用いて、受講生が主体的に参加できるようにする。大人数講義だ
が、毎回、なんらかの課題に取り組み、それを提出する。

成績評価の方法
授業で提出する課題（４０％）、到達度確認テスト（６０％）、受講生の積極的な参加を重視する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本の古典文学に関心を持つこと。

テキスト
適宜、プリントを配布する。

参考書
小峯和明編『日本文学史 古代中世編』（ミネルヴァ書房、2013）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

授業の全体像を確認する。 ３０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

坪内逍遙『小説神髄』と『当世書生気質』

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

明治開化期の文学

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

テーマ・概要
小説、詩歌、評論などの作品に触れつつ、時代の状況の変化とともにあった明治期以降の日本近代文学の歴史を学ぶ。

日本近代文学の展開について基礎的な知識を習得する。
時代の状況の変化を踏まえ、日本近代文学の展開とその課題について考察することが出来る。

到達目標

授業の計画と準備学修

近代日本文学史Ａ

小橋　孝子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425107

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

二葉亭四迷「小説総論」と『浮雲』

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

言文一致の試みと文体の模索

３０
３０

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

第9回 明治の詩（１）
島崎藤村『若菜集』まで

第7回

第8回

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

尾崎紅葉と幸田露伴

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

北村透谷と「文学界」派

３０
３０

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

樋口一葉と女性作家の活動

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。
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３０
３０

第11回

第12回

第13回

明治の詩（２）
象徴派の詩人

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

与謝野晶子と「明星」派

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

正岡子規の文学改革

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

第10回

３０
３０

自然主義文学の展開（１）

３０
３０

３０
３０

第15回

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

自然主義文学の展開（２）

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

まとめ

（予習）前期の学修を振り返り、疑問点などを確認する。
（復習）前期の学修を振り返り、理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義を中心とするが、随時、指定した作品についての小レポート作成を求める。

成績評価の方法
通常授業時の小レポート（５０％）　期末試験（５０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
基礎的な事項については、随時、年表、便覧等で確認しておくことが必要。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業内で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

授業の全体像を確認する。 ３０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

耽美派の文学
永井荷風・谷崎潤一郎

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

夏目漱石と森鴎外

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

テーマ・概要
小説、詩歌、評論などの作品に触れつつ、時代の状況の変化とともにあった近現代文学の歴史を学ぶ。

日本近現代文学の展開について基礎的な知識を習得する。
時代の状況の変化を踏まえ、日本近現代文学の展開とその課題について考察することが出来る。

到達目標

授業の計画と準備学修

近代日本文学史Ｂ

小橋　孝子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425108

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「白樺」派の作家たち

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

芥川龍之介と「新思潮」派

３０
３０

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

第9回 大衆文学の成立と展開

第7回

第8回

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

心境小説の成立

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

大正期の詩歌（１）
口語自由詩　童謡

３０
３０

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

大正期の詩歌（２）
俳句・短歌の展開

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。
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３０
３０

第11回

第12回

第13回

プロレタリア文学

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

モダニズム文学

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

「文芸復興」期の文学

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

第10回

３０
３０

戦時下の文学

３０
３０

３０
３０

第15回

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

３０
３０

第二次世界大戦後の文学

（予習）基礎的な事項を再確認しておく。
（復習）配布プリントを再読し、理解を深める。

まとめ

（予習）学修を振り返り、疑問点などを確認する。
（復習）学修を振り返り、理解を深める。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義を中心とするが、随時、指定した作品についての小レポート作成を求める。

成績評価の方法
通常の授業時の小レポート（５０％）　期末試験（５０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
基礎的な事項については、随時、年表、便覧等で確認しておくことが必要。

テキスト
プリントを配布。

参考書
授業内で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　・授業の進め方、予習・復習の方法等を説明する。
古代語・近代語について

　課題を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

格助詞の体系の整備
　・主格助詞ガの成立
接続語の増加

　課題を復習する。 60

終止・連体形の合一化
　・奈良・平安代の連体形終止
　・ラ変の消滅
　・二段活用の一段化

　課題を復習する。 60

テーマ・概要
　日本語が大きな変化を遂げてきたことは古典文学作品などを読むと分かるが、時代・時期により少しずつ異なる様相を呈することも長年
の研究の結果、明らかになっている。現代日本語について考える場合でも、過去の時代の日本語に関する知識が必要になることが多いの
で、各時代の日本語についてなるべく詳しく学んでもらいたい。
　授業では、日本語の歴史を古代語と近代語とに大きく二分した場合の、古代語から近代語への変化について詳しく解説した後、古代語の
うちの、奈良時代の日本語の実態を説明する。日本語史資料を見て用例を探す等の課題を行うなどして、知識が深められるようにする。な
お、授業の進捗によって、内容や順序を一部変更する場合がある。

ＤＰ６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①日本語の歴史に関する基礎的な事項を理解し、説明できる。
②古代語と近代語に関する詳細な知識を身につける。
③日本語史資料を見て、基礎事項に関わる用例を探すことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語の歴史Ａ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425201

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

助動詞の減少・改新
　・過去・完了の助動詞
　・推量の助動詞
　・形の改新

　課題を復習する。 60

係り結びの衰退
　・終止連体形の合一化と係り結び
　・接続語の増加と係り結び
　・助動詞の改新と係り結び

60

　課題を復習する。 60

第9回 奈良時代の日本語（１）
　・上代特殊仮名遣
　・奈良時代の音韻

第7回

第8回

　課題を復習する。

形容詞カリ活用の衰退
　・助動詞の減少とカリ活用の衰退
　・否定形式の変化とカリ活用の衰退
話し言葉と書き言葉の乖離

　課題を復習する。 60

五〜七世紀の日本語資料
　・稲荷山古墳出土鉄剣など
　・その他の金石文

60

　課題を復習する。 60

漢字の音読みと訓読み
万葉仮名

　課題を復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

奈良時代の日本語（２）
　・訓字と万葉仮名の交用
　・万葉集の表記

　課題を復習する。

奈良時代の日本語（３）
　・歌語と俗語
　・被覆形と露出形

　課題を復習する。

奈良時代の日本語（４）
　・動詞の活用
　・活用形の用法

　課題を復習する。

90

第10回

60

奈良時代の日本語（５）
　・形容詞の活用
　・ミ語法
　・助動詞
　・ク語法

60

120

第15回

　課題を復習する。 120

到達度確認課題レポートの執筆・提出

　課題の準備をする。また学修内容を確認しておく。

到達度確認課題に関する質疑応答

　不足している知識等を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進められるが、知識の確認のために、毎時間課題を提示し、授業時間内に事項の説明をまとめたり用例採集を行った
りしてもらう。

成績評価の方法
毎時間の課題小レポートの内容（15%）、到達度確認のための課題レポート（50%）、授業中の質問や課題取り組み態度など授業への積極的
な参加（35%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①日本語の歴史に関する基礎的な事項を説明できる。
②古代語と近代語の違い、及び奈良時代の日本語に関する詳細な知識を習得している。
③日本語資料から的確な用例を採集できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

奈良時代と平安時代の語法の違い
　・動詞の活用の違い
　・ク語法・ミ語法の衰退
　・助動詞の違い

　課題を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

平安時代の日本語（２）
　・平仮名・片仮名の成立
　・仮名の字源
変体仮名を読む練習

　課題を復習する。 60

平安時代の日本語（１）
　・平安時代語の資料
　・語彙と文体

　課題を復習する。 60

テーマ・概要
　平安時代の日本語については、一部は古典文法としてよく知られているが、文法以外の平安時代語の実態や、中世以降の各時代の日本語
に関する知識を有する人は少ない。現代語について考える場合でも、過去の時代の日本語に関する知識が必要になることが多いので、日本
語の歴史について詳しく学んでもらいたい。
　授業では、平安時代以降の各時期の日本語について詳細に解説する。日本語史資料を見てもらったり、課題を提示して授業中に考えても
らったりして、知識が深められるようにする。また、古典作品の原本や、作家の原稿・手紙等を読む際に必要な、変体仮名・くずし字につ
いても学んでもらい、読む練習も少し行う。なお、授業の進捗によって、内容を一部変更する場合がある。

ＤＰ６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①日本語の歴史に関する基礎的な事項を理解し、説明できる。
②中古・中世・近世の日本語の歴史に関する詳細な知識を身につける。
③変体仮名・くずし字がある程度読めるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語の歴史Ｂ

久保田　篤

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

平安時代の日本語（３）
　・音韻の変化
　・音便の発生

　課題を復習する。 60

鎌倉時代の日本語（１）
　・院政期・鎌倉時代の日本語の資料
　・文字・表記

60

　課題を復習する。 60

第9回 江戸時代前期の日本語（１）
　・音韻
　・表記
　・文体

第7回

第8回

　課題を復習する。

鎌倉時代の日本語（２）
　・音韻
　・語法

　課題を復習する。 60

室町時代の日本語（１）
　・抄物
　・狂言
　・キリシタン資料

60

　課題を復習する。 60

室町時代の日本語（２）
　・音韻
　・語法・敬語

　課題を復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

江戸時代前期の日本語（２）
　・語法
　・敬語
変体仮名を読む練習

　課題を復習する。

江戸時代後期の日本語（１）
　・江戸語の成立
　・音韻
　・表記

　課題を復習する。

江戸時代後期の日本語（２）
　・語法
　・待遇表現

　課題を復習する。

60

第10回

60

幕末・明治初期の日本語
　・洋学資料
　・訳語の造出
変体仮名を読む練習

60

120

第15回

　課題を復習する。 120

到達度確認課題レポートの執筆・提出

　課題の準備をする。また、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認課題に関する質疑応答

　不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　授業は講義を中心に進めるが、毎時間課題を提示し、授業時間中に事項の説明や用例の採集等を行ってもらう。

成績評価の方法
毎時間の課題小レポートの内容（15%）、到達度確認課題レポート（50%）、授業中の質問や課題取り組み態度など授業への積極的な参加
（35%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①日本語の歴史や日本語史資料に関する基礎的な事項について説明できる。
②中古・中世・近世の日本語に関する詳細な知識を習得している。
③変体仮名・くずし字がある程度読める。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業概説

【予習・復習】シラバスをよく読んで、講義全体と各回の位置づけについて確認しておく 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

外国人の日本語研究概観

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

日本人の日本語研究と外国人の日本語研究の違い

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

テーマ・概要
本科目では、日本語史という立場から、外国人が日本語をどのように研究・学習してきたのか、ということに関する諸問題を各種資料を読
みながら考える。

DP6【文化現象の総合的理解】を実現するために以下の２点を到達目標とする。
①外国人の日本語研究や日本語学習に関する資料についての基礎的な知識を修得する。
②上記の資料を日本語史の中に正しく位置づけ、その特質や意義を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ａ

常盤　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425203

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

中国語の資料からみた日本語

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

韓国語の資料からみた日本語（１）

60

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

第9回 幕末・明治初期の日本語研究

第7回

第8回

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

韓国語の資料からみた日本語（２）

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

キリシタン資料からみた日本語（１）

60

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

鎖国期の資料からみた日本語研究

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする
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60

第11回

第12回

第13回

幕末・明治初期の日本人の英語学習資料

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

戦前の日本語教科書

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

戦後のローマ字教育

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60

第10回

60

日本語教授法の変化と日本語教育の現状

60

120

第15回

【予習・復習】2回～12回のキーワードについて確認し、説明できるようにする
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

90

到達度確認テスト

【予習】テストに備え、各回の学修内容について確認しておく

確認テストのフィードバックと授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、到達目標と自分の理解を確認し、不足の箇所については、
内容の再確認を行う

第14回

- 848 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義を中心に進めるが、授業ごとに課題を提示し、リアクションペーパーの提出を課す。また、知識の定着や疑問点の共有のため
に、内容に応じたフィードバックを行う。
学期末には授業全体を通した理解度を測るために、到達度確認テストを行う。

成績評価の方法
リアクションペーパー（各回、30％）、講義中の授業への取り組み：発言・積極的な参加（30％）、到達度確認テスト（40％）による総合
評価

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①外国人の日本語研究や日本語学習に関する資料についての基礎的な知識を修得できているか。
②上記の資料を日本語史の中に正しく位置づけ、その特質や意義を説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語史についての理解があることが望ましいが、必須ではない。

テキスト
プリントで配布

参考書
参考書は必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業概要の説明
・授業の目標、内容、スケジュール、評価基準について周知する

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の内容を把握する
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準等について確認する

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

八十日間世界一周（２）
・明治時代の日本語概説
・提出された疑問点の紹介と解説

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

翻訳小説：八十日間世界一周（１）
・資料について
・資料の一部を読み、疑問点を提出する

【復習】授業内容についての理解を確認する 60

テーマ・概要
本科目では、明治時代の日本語史の資料を複数読み、自ら疑問点を発見することを通して、それらの疑問点がどのように日本語史のトピッ
クと繋がっているのかを理解する。

ＤＰ２(課題の発見と解決)、５(表現力、発信力)、６(専門分野の知識・理解)を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①明治時代の日本語史の資料について、知識を得る。
②自ら疑問を発見し、問題点について文章で指摘できる。
③日本語史上の明治時代の位置づけについて理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ｂ

常盤　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

八十日間世界一周（３）
・日本語史研究からの解説

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

国内小説：安愚楽鍋（１）
・資料について
・資料の一部を読み、疑問点を提出する

60

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

第9回 日本語会話（２）
・英学資料の解説
・提出された疑問点の紹介と解説

第7回

第8回

【復習】授業内容についての理解を確認する

安愚楽鍋（２）
・明治時代の資料の諸相
・提出された疑問点の紹介と解説

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

安愚楽鍋（３）
・日本語史研究からの解説

60

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

会話書：日本語会話（１）
・資料について
・資料の一部を読み、疑問点を提出する

【復習】授業内容についての理解を確認する
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60

第11回

第12回

第13回

日本語会話（３）
・日本語史研究からの解説

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

文法書：会話篇（１）
・資料について
・資料の一部を読み、疑問点を提出する

【復習】授業内容についての理解を確認する

会話篇（２）
・西洋人の日本語研究についての解説
・提出された疑問点の紹介と解説

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

第10回

60

会話篇（３）
・日本語史研究からの解説

60

120

第15回

【予習】配付プリントの資料を精読する。
【復習】授業内容についての理解を確認する

60

到達度確認テスト

【予習】到達度確認テストに備えて授業で取り扱った日本語史のトピックについて復習しておく

授業のまとめ
・到達度確認テストの解説
・各資料の特徴について

【復習】授業の内容について自身の理解を振り返り、授業内で得た知見を確認しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は、3回で一つの資料の精読を行う。資料の読み取りや知識の定着、疑問点の共有のために、授業ごとに課題を提示しリアクション
ペーパーの提出を課す。
また、学期末には授業全体を通した理解度を測るために、到達度確認テストを行う。
なお、授業の進捗・受講人数などによって、内容を一部変更する場合がある。

成績評価の方法
リアクションペーパー（各回、30％）、講義中の授業への取り組み：発言・積極的な参加（30％）、到達度確認テスト（40％）による総合
評価

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
①明治時代の日本語史の資料について、知識を得ている。
②自ら疑問を発見し、問題点について文章で指摘できる。
③日本語史上の明治時代の位置づけについて理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本語史についての理解があることが望ましいが必須ではない。

テキスト
特になし（プリントで配付）。

参考書
参考書は必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

日本語の文字・表記は英語のそれに比べ、どういう点が複雑なのか、考えておく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文字の存在意義

文字がなければ我々の社会はどうなってしまうのか、考えておく。 60分

文字とは何か・文字とその周辺の記号

文字と絵、絵記号などのちがいについて考えておく。 60分

テーマ・概要
日本語の文字・表記
日本語の文字・表記は、世界的に見て、もっとも複雑な部類に属すといえる。多様性に富んだ日本語の実態を検討してゆくことを通して、
人類の言語における文字の位置・役割という本質的な問題を考える手がかりを得ることをめざす。
引き続いて後期の日本語学講義Ｄも履修のこと。

１．日本語の実例を通して、文字・表記の一般的な性質を理論的・体系的に理解する。
２．日常の生活で遭遇する、文字・表記をめぐる種々の問題を的確に捉え、分析し、対処するために応用できる力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ｃ

屋名池　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文字の機能

日常生活のどういう場面で、どのように文字は使われているのか、観察しておく。 60分

文字と文字言語

60分

授業で学んだことを、即日、日常生活で検証する。 60分

第9回 文字と言語との対応（２）

第7回

第8回

文字であらわされる言語と、音声で伝えられる言語はどこが違うのか、考えておく。

文字のかたち（１）

日本語の文字のかたちを日本語を知らない外国人に教えるにはどうしたらよいか、考えておく。 60分

文字のかたち（２）

60分

授業で学んだことを、即日、日常生活で検証する。 60分

文字と言語との対応（１）

英語を漢字で書くことはなぜできないのか、考えておく。
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60分

第11回

第12回

第13回

平面図形としての文字（１）

文字がでたらめに並んでいたり、一列に並ぶのではなく平面上に散在していたらどういうことがおきる
のか、考えておく。

平面図形としての文字（２）

町にあふれる看板やポスター、新聞や雑誌の広告など、多様な文字の配列法について観察しておく。

文字特有の規則

参考書類に目を通しておく。

60分

第10回

60分

文字と社会

60分

60分

第15回

内閣告示「現代仮名遣い」「送り仮名の付け方」（辞書の付録などに収録。文部科学省のサイトでも閲
覧できる）に眼を通しておく。

60分

材料、器具、媒体と文字

古代の文字に関する本に目を通しておく。

まとめ

ノートをもう一度丁寧に読みかえしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式でおこなう。

成績評価の方法
定期試験ないしレポート（９０％）、平常点（１０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特別な知識は必要としない。
引き続いて日本語学講義Ｄを履修のこと。

テキスト
使用しない。

参考書
樺島忠夫『日本の文字』（岩波新書）
樺島忠夫編『事典日本の文字』（大修館書店）
屋名池誠『横書き登場』（岩波新書）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

漢字の書体

「甲骨文字」「篆書」などについて、参考書などで一応の知識を得ておく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

漢字の字体（２）

「部首」について、参考書などで一応の知識を得ておく。 60分

漢字の字体（１）

「漢字の字体」について、参考書などで一応の知識を得ておく。 60分

テーマ・概要
日本語の文字・表記
日本語の文字・表記は、世界的に見て、もっとも複雑な部類に属すといえる。多様性に富んだ日本語の実態を検討してゆくことを通して、
人類の言語における文字の位置・役割という本質的な問題を考える手がかりを得ることをめざす。
前期の日本語学講義Ｃを踏まえた内容なので日本語学講義Ｃから引き続いて履修のこと。

１．日本語の実例を通して、文字・表記の一般的な性質を理論的・体系的に理解する。
２．日常の生活で遭遇する、文字・表記をめぐる種々の問題を的確に捉え、分析し、対処するために応用できる力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ｄ

屋名池　誠

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

漢字の読み―音

「音読み」について、参考書などで一応の知識を得ておく。 60分

漢字の読み―訓

60分

新事実を扱うので、予習よりも復習をしっかりすること。 60分

第9回 前近代通行の仮名表記

第7回

第8回

「訓読み」について、参考書などで一応の知識を得ておく。

音の読み分け、音訓の読み分け

われわれはなぜ漢字を一瞬で音と訓に読み分けられるのか、考えておく。 60分

ひらがな・カタカナの成立

60分

「ひらがな」「カタカナ」の歴史について、参考書などで一応の知識を得ておく。 60分

ひらがな・カタカナの字体

同上。
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60分

第11回

第12回

第13回

かなづかい

現在の仮名の書き方と、古文などで用いる旧仮名遣い（歴史的仮名遣い）はどう違うのか、観察してお
く。
内閣告示「現代仮名遣い」（辞書の付録などに収録。文部科学省のサイトでも閲覧できる）に目を通し
ておく。

漢字・ひらがな・カタカナ混用システム（１）

内閣告示「送り仮名の付け方」（辞書の付録などに収録。文部科学省のサイトでも閲覧できる）に目を
通しておく。

漢字・ひらがな・カタカナ混用システム（２）

漢字やカタカナを使わず、ひらがなばかりで表記することになったらどういうことが起きるか、考えて
おく。

60分

第10回

60分

ローマ字専用システム

60分

60分

第15回

内閣告示「ローマ字のつづり方」（辞書の付録などに収録。文部科学省のサイトでも閲覧できる）に目
を通しておく。

60分

日本語の文字の二次元的展開

「縦書き」「横書き」について、参考書などで知識を整理しておく。

まとめ

ノートをもう一度丁寧に読みかえしておく。

第14回

- 860 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式でおこなう。

成績評価の方法
定期試験ないしレポート（９０％）、平常点（１０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特別な知識は必要としない。
日本語学講義Cと一連の内容なので、日本語学講義Cから引き続いて履修のこと。

テキスト
使用しない。

参考書
樺島忠夫『日本の文字』（岩波新書）
樺島忠夫編『事典日本の文字』（大修館書店）
林史典編『朝倉日本語講座 2 文字・書記』（朝倉書店）
笹原宏之『日本の漢字』（岩波新書）
笹原宏之『訓読みのはなし』（角川ソフィア文庫）
築島裕『歴史的仮名遣い』（中公新書）
今野真二『振仮名の歴史』（集英社新書）
屋名池誠『横書き登場』（岩波新書）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

紹介するWeb上の資料を読んで復習する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本語コーパスの紹介（2）
コーパスの設計とサンプリング

配布する資料を読んで復習する。 60分

日本語コーパスの紹介（1）
コーパスの概要

配布する資料を読んで復習する。 60分

テーマ・概要
昨今、コーパスにもとづいた言語の研究が注目を集めている。コーパスとはコンピュータに蓄えられた大規模な言語資料のことで、これに
より従来では行うことのできなかった研究が可能になった。日本語学においてもコーパスを活用した研究が進み、研究の基本資料として欠
かせないものになりつつある。
この授業では、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を中心に、コーパスの概要、コーパス構築に用いられている技術、コーパスの利用方
法などについて講義する。後半では、実際にコーパスを使って各自の課題について調査する実習を行う。

コーパスを利用して各自の課題について調査する方法を身につける。
到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ｅ

小木曽　智信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425207

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

コーパスの形態論情報と形態素解析
「Web茶まめ」の利用

形態素解析に仕組みについて復習し，自分で解析が行えるようにする。 60分

Web版コーパス検索ツールの利用（1）
「中納言」の紹介

90分

文字列関数などを用いたデータの処理方法を復習する。 90分

第9回 検索結果の集計と分析(3) 
データの加工と集計

第7回

第8回

「中納言」の基本操作を復習する。

Web版コーパス検索ツールの利用（2）
「中納言」の利用

「中納言」の操作方法に習熟する。 90分

検索結果の集計と分析(1) 
表計算ソフト

90分

検索結果を集計する方法について復習する。 90分

検索結果の集計と分析(2) 
ピボットテーブル

ピボットテーブルの操作に習熟する。
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120分

第11回

第12回

第13回

レポートに向けた調査と質問(1)

レポートで取り上げるテーマを検討し、コーパスで調査する。

レポートに向けた調査と質問(2)

レポートで取り上げるテーマを検討し、コーパスで調査する。

テーマ発表(1)

レポートで取り上げるテーマについてスライドにまとめ発表を行う。

120分

第10回

120分

テーマ発表(2)

120分

120分

第15回

レポートで取り上げるテーマについてスライドにまとめ発表を行う。 120分

文書構造を意識したレポート執筆
Wordのスタイル機能，相互参照等

レポートで取り上げるテーマについて調査し、レポート執筆に着手する。

まとめ

レポートで取り上げるテーマについて調査し質問項目をまとめる。（予習）
レポートのための調査・執筆を継続する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けるほか、授業時に紹介するメールアドレスで対応する。

授業の方法
コンピュータに教材を提示しながら講義するとともに、各自がパソコンを操作する実習を行う。
ただし、受講者の人数によっては方法を変更する場合がある。

成績評価の方法
授業参加状況（40％）・小レポート（10％）・期末レポート（50％）等を総合して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特定の教科書は使用しない。Webページの形で提示するほか、必要に応じてプリントを配布する。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業概説

【予習・復習】シラバスを読んで、講義内容について確認をしておく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

名詞・代名詞１―概説；名詞の種類、等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

文法論と品詞

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

テーマ・概要
現代日本語の文法的な諸問題
　身近な日本語を観察し､そこに存在する諸問題を把握し、それについて考察を行う。

DP６【文化現象の総合的理解】を実現するため、次の２点を到達目標とする。
１）日本語の語法に関する諸問題を理解し論ずるために必要な、基礎的な学術用語を修得する。
２）日常で遭遇する､日本語の語法に関する種々の問題を的確に捉え、分析し､その内容を説明できる力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語学講義Ｆ

梅林　博人

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425208

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

名詞・代名詞２―複数をどう表すか、等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

動詞・助動詞１―概説；動詞、助動詞、述語、等

60分

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

第9回 副詞・連体詞・接続詞・感動詞１―概説；分類、等

第7回

第8回

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

動詞・助動詞２―受身・使役、時制、等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

形容詞・形容動詞１―概説；分類、認定、等

60分

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

形容詞・形容動詞２―人称制限、等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする
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60分

第11回

第12回

第13回

副詞・連体詞・接続詞・感動詞２―福用語

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

助詞１―概説；分類、ハもガも使えない文、等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

助詞２―対象語格、ものざね等

【予習】授業で扱う予定のキーワードについて下調べをしておく
【復習】授業で扱ったキーワードについてその内容を説明できるようにする

60分

第10回

60分

まとめ―「わがこと・ひとごと」の観点、等

90分

120分

第15回

【予習・復習】２～１２回のキーワードについて確認し､説明できるようにする。 120分

到達度確認テスト

【予習】テストに備え、各回の内容について確認しておく

フィードバック

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、到達目標と自分の理解を確認し、不足の箇所については、
内容の再確認を行う

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義形式で行う。授業では､定期的に課題を提示し、リアクションペーパーの提出を課す。また、学期末には授業全体を通して、到達度確
認テストを行う。具体的には以下の通りである。
１）課題に対するリアクションペーパーの提出：キーワードの確認や、事象の簡単な説明を行う。
２）到達度確認テスト：授業全体についての理解度を確認する。

成績評価の方法
リアクションペーパー（20％）、平常点（授業への参加状況や提出物の提出状況）（20%）、到達度確認テスト（60%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特別な知識は必要としない。

テキスト
特になし。プリントを配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

シラバスを読み、授業の概略を理解する。 ３０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

詩歌の鑑賞文②

【予習】詩歌の鑑賞文を作成する。
【復習】詩歌鑑賞のポイントについて理解を深める。

９０分

詩歌の鑑賞文①

プリントを読み、理解を深める。 ６０分

テーマ・概要
日本近現代文学の作品を取り上げ、それぞれにどのようなアプローチが可能かを考えつつ、読んで行く。

文学作品のさまざまな研究方法を学ぶ。
主体的に課題に取り組み、また、ディスカッションを通して読解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

文学作品をどう読むか

小橋　孝子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425301

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

井伏鱒二「山椒魚」を読む①

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

９０分

井伏鱒二「山椒魚」を読む②

９０分

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

９０分

第9回 正岡子規の写生文運動①

第7回

第8回

【予習】課題レポートを作成する。
【復習】講義を通して考えたことをまとめる。

泉鏡花の短編を読む①

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

９０分

泉鏡花の短編を読む②

９０分

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

９０分

泉鏡花の短編を読む③

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】作品についての考えをまとめる。
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９０分

第11回

第12回

第13回

正岡子規の写生文運動②

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】授業を振り返り、考察を深める。

横光利一の短編を読む①

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

横光利一の短編を読む②

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】作品についての考えをまとめる。

９０分

第10回

９０分

深沢七郎「楢山節考」を読む①

１２０分

９０分

第15回

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】プリント資料を読み、理解を深める。

９０分

深沢七郎「楢山節考」を読む②

【予習】作品を読み、小レポートを作成する。
【復習】作品についての考えをまとめる。

まとめ

期末レポートを作成する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。電子メールで受け付ける。

授業の方法
講義を中心とし、随時、小レポートの作成を課す。小レポートに基づいて、グループ討議を行う場合もある。また、リアクションペーパー
により授業の双方向化を図る。

成績評価の方法
授業時の小レポート　７０％
期末レポート　３０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業の中で随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

『万葉集』と『古今和歌集』に関して、本などから理解を深めましょう。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『古今和歌集』における泊瀬

2回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

古代文学史概説

1回目の授業を復習し、人物などの理解が的確か確認しましょう。 60

テーマ・概要
本講義のテーマは「古代文学における泊瀬」です。
文学作品に現れる地名を通じて、古代の様相を具体的に把握していきます。
現在奈良県にある長谷寺で有名な「泊瀬」を対象とします。信仰の様相など、『万葉集』や『古今和歌集』など文学作品を読解します。奈
良時代、平安時代と、都が異なる中で、「泊瀬」はどのような作品に、どのように現れているのか確認していきます。

文学部日本文学科DP６（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の３点を到達目標とします。
①古代文学に現れる「泊瀬」に関する基礎知識を習得する。　
②古代文学史を理解する。
③古代文学のさまざまな背景を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ａ

中嶋　真也

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425302

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

紀貫之をめぐって

3回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

参拝する場としての泊瀬

60

8回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

第9回 挽歌と泊瀬

第7回

第8回

4回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

『源氏物語』における泊瀬

5回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

『万葉集』における泊瀬

60

6回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

恋歌と泊瀬

7回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。
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60

第11回

第12回

第13回

『古事記』における泊瀬

9回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

『日本書紀』における泊瀬

10回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

雄略天皇と泊瀬

11回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

第10回

60

古代文学史上の泊瀬

60

120

第15回

12回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

到達度確認テスト

到達度確認テストに向けて、これまでの学修内容を確認しましょう。

到達度確認テストの解説
授業のまとめ

到達度確認テストの結果を受けて、不足している学習内容を再確認しましょう。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
・講義形式で行いますが、適宜ワークシートなど利用して、自ら思考してもらいます。
・同じ場所が、時代とともにどのように立ち現れるのか、具体的に作品を読み解きながら、理解を深めます。

成績評価の方法
到達度確認テスト70％、平常点（授業への参加状況や課題遂行状況）30％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・取り上げた古代文学作品の基礎知識を習得しているか。
・取り上げた古代文学作品の読解は正確か。
・講義内容を理解し、自分自身のことばで、的確に記述できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
後期に開講される古代日本文学講義Ｂは、本講義に深く関連する科目です。

テキスト
必要に応じて、プリントを配布します。

参考書
必要に応じて、授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

『万葉集』と『古今和歌集』に関して、本などから理解を深めましょう。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『日本霊異記』における葛城

2回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

古代文学史概説

1回目の授業を復習し、人物などの理解が的確か確認しましょう。 60

テーマ・概要
本講義のテーマは「古代文学における葛城」です。
文学作品に現れる地名を通じて、古代の様相を具体的に把握していきます。
葛城の一言主神でも有名な「葛城」を対象とします。『万葉集』や『枕草子』など文学作品を丁寧に読解します。奈良時代、平安時代と、
都が異なる中で、「葛城」はどのように作品に、どのように現れているのか確認していきます。

文学部日本文学科DP６（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の３点を到達目標とします。
①古代文学に現れる「葛城」に関する基礎知識を習得する。　
②古代文学史を理解する。
③古代文学のさまざまな背景を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ｂ

中嶋　真也

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『続日本紀』における葛城

3回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

『蜻蛉日記』における葛城

60

8回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

第9回 『万葉集』における葛城

第7回

第8回

4回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

『枕草子』における葛城

5回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

『源氏物語』における葛城

60

6回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

『和泉式部日記』における葛城

7回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。
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60

第11回

第12回

第13回

『古事記』における葛城

9回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

『日本書紀』における泊瀬

10回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

雄略天皇と葛城

11回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

第10回

60

古代文学史上の泊瀬

60

120

第15回

12回目の授業で学んだ内容を再確認し、事前に読むよう指示のあった作品では、表現性が同じかどうか
考えましょう。

60

到達度確認テスト

到達度確認テストに向けて、これまでの学修内容を確認しましょう。

到達度確認テストの解説
授業のまとめ

到達度確認テストの結果を受けて、不足している学習内容を再確認しましょう。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
・講義形式で行いますが、適宜ワークシートなど利用して、自ら思考してもらいます。
・同じ場所が、時代とともにどのように立ち現れるのか、具体的に作品を読み解きながら、理解を深めます。

成績評価の方法
到達度確認テスト70％、平常点（授業への参加状況や課題遂行状況）30％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・取り上げた古代文学作品の基礎知識を習得しているか。
・取り上げた古代文学作品の読解は正確か。
・講義内容を理解し、自分自身のことばで、的確に記述できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期に開講される古代日本文学講義Ａは、本講義に深く関連する科目です。

テキスト
必要に応じて、プリントを配布します。

参考書
必要に応じて、授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

『源氏物語』入門

『源氏物語』のあらすじについて理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

葵巻２

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

葵巻１

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

テーマ・概要
『源氏物語』講読
光源氏２０代の物語を、主要な場面を取り上げながら、読み進めていく。前期は、葵巻および賢木巻を中心に読む。

DP６（文化現象の総合的理解）を実現するために、次の２点を到達目標とする。
①『源氏物語』葵巻・賢木巻・花散里巻のストーリーを説明することができる。
②『源氏物語』の原文を自分の力で読み解いて、その内容をわかりやすく説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ｃ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425304

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

葵巻３

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

葵巻４

60

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

第9回 賢木巻２

第7回

第8回

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

葵巻５

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

葵巻６

60

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

賢木巻１

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

賢木巻３

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

賢木巻４

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

賢木巻５

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

60

第10回

60

賢木巻６

90

60

第15回

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

花散里巻

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

まとめ

前期の授業を振り返り、自分なりに葵巻～花散里巻のストーリーが説明できるか、など到達目標と自分
の理解度を比較して、不足している知識等を学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式による。

成績評価の方法
学期中に課す課題（４０％）及び学期末試験（６０％）を中心とした総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①『源氏物語』のあらすじが説明できる。
②『源氏物語』の原文を正確に解釈することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特に指定はしないが、原文の載っているテキストを各自で用意すること。
岩波文庫や角川文庫から廉価な文庫本も出版されているが、もし本格的に『源氏物語』を読んでみようという気があれば、小学館の『新編
日本古典文学全集　源氏物語②』がお勧め。注・原文・現代語訳が同じページに収められていて便利。

参考書
授業中に説明する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

須磨巻１

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

須磨巻３

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

須磨巻２

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

テーマ・概要
『源氏物語』講読
光源氏２０代の物語を、主要な場面を取り上げながら、読み進めていく。後期は、須磨巻および明石巻を読む。

DP６（文化現象の総合的理解）を実現するために、次の２点を到達目標とする。
①『源氏物語』須磨巻・明石巻のストーリーを説明することができる。
②『源氏物語』の原文を自分の力で読み解いて、その内容をわかりやすく説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ｄ

吉田　幹生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425305

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

須磨巻４

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

須磨巻５

60

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

第9回 明石巻２

第7回

第8回

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

須磨巻６

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

須磨巻７

60

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

明石巻１

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

明石巻３

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

明石巻４

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

明石巻５

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

60

第10回

60

明石巻６

90

60

第15回

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。 60

明石巻７

指定された範囲の物語をよく読んで、あらすじについて理解しておく。

まとめ

後期の授業を振り返り、自分なりに須磨巻・明石巻のストーリーが説明できるか、など到達目標と自分
の理解度を比較して、不足している知識等を学修する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式による。

成績評価の方法
学期中に課す課題（４０％）及び学期末試験（６０％）を中心とした総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①『源氏物語』のあらすじが説明できる。
②『源氏物語』の原文を正確に解釈することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特に指定はしないが、原文の載っているテキストを各自で用意すること。
岩波文庫や角川文庫から廉価な文庫本も出版されているが、もし本格的に『源氏物語』を読んでみようという気があれば、小学館の『新編
日本古典文学全集　源氏物語②』がお勧め。注・原文・現代語訳が同じページに収められていて便利。

参考書
授業中に説明する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

『後拾遺和歌集』概説（授業の進め方についてのガイダンスを含む）

【予習】シラバスを熟読しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

和泉式部（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部（１）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

テーマ・概要
＊『後拾遺和歌集』を読む＊
　応徳3年（1086）におよそ80年ぶりの勅撰和歌集として編まれた『後拾遺和歌集』を、入集歌数の多い和泉式部・相模・赤染衛門・能
因・伊勢大輔の歌を中心に講読してゆきます。『後拾遺集』の時代は、『古今集』以来の王朝和歌の伝統に新風が吹き込まれつつあった時
期でもあり、女性歌人の活躍が目立つのも特徴です。
　この授業では、『後拾遺集』に収められた歌々の精読を通じて、王朝和歌を鑑賞・分析するための基礎知識を身につけるとともに、複数
の注釈書を比較・検討したり、先行研究を参照したりすることによって、研究の視点や方法についても学ぶことを目的とします。

１）王朝和歌を鑑賞・分析するための基礎知識を身につけ、『後拾遺和歌集』の歌風についても理解を深める。
２）授業時に紹介する注釈書や先行研究を通じて、和歌を研究する際のさまざまな視点や方法について知る。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ｅ

桜井　宏徳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425306

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

和泉式部（３）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

相模（１）

60

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

第9回 能因（１）

第7回

第8回

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

相模（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

赤染衛門（１）

60

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

赤染衛門（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

能因（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

伊勢大輔（１）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

伊勢大輔（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

60

第10回

60

その他の歌人たち（１）

60

60

第15回

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

その他の歌人たち（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

授業内試験

【復習】試験終了後に配布される解答に基づく自己採点。不正解の箇所については、プリント・ノート
等を見直して確認する。

第14回
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　授業時およびその前後に随時受けつけます。

授業の方法
　講義形式で行います。プリントと板書をもとに授業を進めてゆきます。毎回コメントペーパーを配布し、興味深い意見や質問などは次回
の授業の冒頭で紹介して、履修者全員で問題意識を共有できるようにします。
　第1回の授業では、授業の内容や進め方などについてガイダンスを行いますので、履修希望者は必ず出席してください。

成績評価の方法
　授業内試験（75％）と平常点（25％：授業参加度など）によって評価します。
　なお、履修者の人数によっては、授業内試験をレポートに変更する可能性があります。
　

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特に予備知識は必要ありませんが、他の平安文学に関する科目とあわせて履修すると、より理解が深まります。
　なお、私語は他の履修者の学習の妨げとなりますので、厳に慎んでください。

テキスト
　特定の教科書は指定しません。毎回プリントを配布します。

参考書
　久保田淳・平田喜信校注『後拾遺和歌集』〈新日本古典文学大系〉（岩波書店、1994年）
　その他、授業時に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

和泉式部概説（授業の進め方についてのガイダンスを含む）

【予習】シラバスを熟読しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

和泉式部の歌を読む（２）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部の歌を読む（１）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

テーマ・概要
＊和泉式部の歌を読む＊
　紫式部や清少納言とほぼ同時期に活躍した和泉式部は、情熱的な恋歌で知られる一方、恋歌以外にも多くの秀歌を残し、『古今和歌集』
以来の和歌の伝統に新風を吹き込んだ、平安時代中期を代表する歌人の一人です。
　この授業では、『後拾遺和歌集』『和泉式部集』『和泉式部日記』などに収められた和泉式部の歌々の精読を通じて、王朝和歌を鑑賞・
分析するための基礎知識を身につけるとともに、複数の注釈書を比較・検討したり、先行研究を参照したりすることによって、研究の視点
や方法についても学ぶことを目的とします。

１）王朝和歌を鑑賞・分析するための基礎知識を身につけ、和泉式部の歌風についても理解を深める。
２）授業時に紹介する注釈書や先行研究を通じて、和歌を研究する際のさまざまな視点や方法について知る。

到達目標

授業の計画と準備学修

古代日本文学講義Ｆ

桜井　宏徳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425307

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

和泉式部の歌を読む（３）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部の歌を読む（４）

60

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

第9回 和泉式部の歌を読む（８）

第7回

第8回

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

和泉式部の歌を読む（５）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部の歌を読む（６）

60

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部の歌を読む（７）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

和泉式部の歌を読む（９）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

和泉式部の歌を読む（10）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

和泉式部の歌を読む（11）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

60

第10回

60

和泉式部の歌を読む（12）

60

60

第15回

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。 60

和泉式部の歌を読む（13）

【復習】配布されたプリントを熟読し、ノートも併用して授業内容を確実に把握しておく。

授業内試験

【復習】試験終了後に配布される解答に基づく自己採点。不正解の箇所については、プリント・ノート
等を見直して確認する。

第14回
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　授業時およびその前後に随時受けつけます。

授業の方法
　講義形式で行います。プリントと板書をもとに授業を進めてゆきます。毎回コメントペーパーを配布し、興味深い意見や質問などは次回
の授業の冒頭で紹介して、履修者全員で問題意識を共有できるようにします。
　第1回の授業では、授業の内容や進め方などについてガイダンスを行いますので、履修希望者は必ず出席してください。

成績評価の方法
　授業内試験（75％）と平常点（25％：授業参加度など）によって評価します。
　なお、履修者の人数によっては、授業内試験をレポートに変更する可能性があります。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特に予備知識は必要ありませんが、他の平安文学に関する科目とあわせて履修すると、より理解が深まります。
　なお、私語は他の履修者の学習の妨げとなりますので、厳に慎んでください。

テキスト
　特定の教科書は指定しません。毎回プリントを配布します。

参考書
　高木和子『和泉式部』〈コレクション日本歌人選006〉（笠間書院、2011年）
　その他、授業時に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業ガイダンス　中世という時代　中世文化の時代背景

シラバスを熟読しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

女人往生をめぐる思索

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

中世女性史研究の現在-
　　　―様々な階層の女性の生き方

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

テーマ・概要
　本講義では、一つの作品や一人の作家に注目して読み込むという方法ではなく、〈中世文学における女性〉という大きなテーマのもと、
幅広い作品を読むことで、中世の女性に関するのみならず中世文学に関する知識を得ることを目標とする。
　具体的には、院政期から鎌倉時代にかけて文学作品を残した数人の女性文学者に注目し、彼女たちの生き方やその背景にある歴史的状況
を知り、その上でそれら文学作品を鑑賞する。平安時代の女流文学者に比べて注目されることは少ないが、文学作品を通して、動乱の続い
た時代、武家社会へ移り変わる時代を生きた女性たちの実像に迫る。現代とは大きく異なる時代環境の中で生きた女性たちについて考察す
ることで逆に浮かび上がってくる、現代においても変わらない、文学の意義や表現するということの意味を探っていくことを目的とする。

1、中世文学史の中でも、女性の手による作品を読むことで、中世文学及び女流文学についての知識を広める。
2、中世女性史についての知識を深め、文学研究とジェンダー論の双方に目を配りつつ、正しく中世文学の一端を理解できるようにする。
3、多様な作品の読解を通じて、古文読解力を高める。
4、様々な先行研究に触れることで、古典文学研究や歴史研究の方法を学ぶ。 
  
5、他の学生の感想や意見を聞くことで視野を広げ、かつ、各自の意見を発表する発信力　を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

中世日本文学講義Ａ

清水　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425401

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文学や芸能の担い手を担い手としての遊女、白拍子

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

『梁塵秘抄』の世界

90

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

第9回 建礼門院右京大夫が書き残した歴史の一断面②

第7回

第8回

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
出された課題を完成させる。

斎王と文学―式子内親王の生涯と和歌①

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

斎王と文学―式子内親王の生涯と和歌②

60

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
出された課題を完成させる。

90

建礼門院右京大夫が書き残した歴史の一断面 ①

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。
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60

第11回

第12回

第13回

中世女流日記文学の世界―『たまきはる』と『中務内侍日記』

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

『無名草子』の語る女性批評と物語論

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

母としてのたたかい
　　　―阿仏尼の『十六夜日記』と『夜の鶴』

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

第10回

60

『とはずがたり』の世界

90

60

第15回

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

一人称で我を語る時代 ・女が歴史を語る時代

授業中に出てきたキーワードについて確認しておく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

到達度確認テスト・補足・前期の総括

全レジュメやノートを確認しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
　前半の数回は、中世女性史研究に関わって概説を行う。以後は概ね毎回一人の女性を取り上げ（一人に二時間配する場合もある）、代表
作を中心に読み解いていく。
　基本的に講義形式だが、本文の音読、現代語訳などを通して古文読解力を高めることも目指す。内容が多岐にわたり、分量も多いので、
予め配布された古文を現代語訳する、あるいは研究論文に目を通すなどの予習を指示に従って行ったうえで授業に臨むこと。毎回コメント
を記入してもらい、その中から発展させた問題点を取り上げることもある。また、講義の中でのキーワードについて調べたり、取り上げた
作品についての鑑賞文を書く、などのショートレポートを課す予定。

成績評価の方法
予習復習の内容やコメントペーパーの内容などの平常点（30％）、適宜課すショートレポートの内容（30％）、到達度確認テストの内容
（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
テキストは使用しない。レジュメを配布する。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

日本の軍記文学の全体像と特徴

シラバスを熟読しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

軍記文学で語られる結婚・イエ・家族①『将門記』の語る乱の原因

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

軍記文学諸作品の作者とは？

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

テーマ・概要
　本講義では、平安時代中期から鎌倉時代にかけて成立した軍記文学作品を題材にして、主に男性が描いた女性像という観点から読み解い
ていく。軍記文学作品では多くの女性が描かれるが、彼女たちの造型の背後にはいずれも男性側の視点や論理が見え隠れし、そこからは政
治的思惑、性の対象として見る視点、差別、宗教、家族制度など、様々な問題が浮かび上がってくる。そうした考察を通して、軍記文学作
品から現代に生きる我々が何を学ぶべきか追究することを目的とする。

1、軍記文学についての知識を深める。
2、女流文学の諸作品から読み取れる、女性の手による女性像との比較という視点を持ちつつ、男性の視点による女性の描かれ方を見てい
くことで、古典文学における〈性差〉の実態や意味を考察する。
3、多様な作品の読解を通じて、古文読解力を高める。
4、様々な先行研究に触れることで、古典文学研究や歴史研究の方法を学ぶ。 
  
5、他の学生の感想や意見を聞くことで視野を広げ、かつ、各自の意見を発表する発信力　を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

中世日本文学講義Ｂ

清水　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425402

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

軍記文学で語られる結婚・イエ・家族②女性の再婚をめぐって

授業内で出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

性の対象としての女性①初期軍記が描く戦場での悲劇

60

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

第9回 貞女と呼ばれた女たち②『平家物語』での小宰相

第7回

第8回

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

性の対象としての女性②建礼門院につきまとう視線

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

性の対象としての女性③女武者の造型

60

授業内で出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

貞女と呼ばれた女たち①『保元物語』での為義北の方

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。
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60

第11回

第12回

第13回

貞女と呼ばれた女たち③『義経記』と『吾妻鏡』での静御前

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

貞女と呼ばれた女たち④袈裟御前　芥川龍之介と新渡戸稲造

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

男の後世を祈るという役割　悪人重衡と三人の女性

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

第10回

60

母としての活躍①母性尊重思想と慈円

90

60

第15回

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

60

母としての活躍②二人の二位の尼

授業内に出たキーワードについて確認していく。
あらかじめ配布された資料を読んでおく。

到達度確認テスト・補足・総括

配布された全レジュメとノートを読み返しておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
・最初の数回の授業において、軍記文学について概説する。
・授業は原則として講義形式で進める。ただし、毎回の授業の終わり10分程度を使って、その日の授業の内容に関する質問や感想、さら
に、そこから自分の問題意識に引き付けて考えたことなどを書いて提出してもらう。毎回の授業の冒頭でこれらから重要なものを紹介し、
それについて説明や補足を行うという形を取る。
・原則として次回の授業レジュメを前の回に配布する。そこに掲載した古文については、予習として現代語訳をしておくこと。
・受講者の希望や問題意識、また、進捗状況によっては内容を変更することもあり得る。

成績評価の方法
成績評価の方法
予習復習の内容やコメントペーパーの内容などの平常点（30％）、適宜課すショートレポートの内容（30％）、到達度確認テストの内容
（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
テキストは使用しない。レジュメを配布する。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

現在の「おもてなし現象」について考えてくる 3０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

飲食文化に見るおもてなし：和食文化

和食の歴史について調べてくる ６０分

おもてなしとは何か？

おもてなしとは何か考えてくる ６０分

テーマ・概要
東京オリンピックが近い今だからこそ学びたい「おもてなし」の世界を、主に飲食や芸能といった観点から学びます。

日本のおもてなしの歴史や特徴などを説明できるようになる。
到達目標

授業の計画と準備学修

近世日本文学講義Ａ

安原　眞琴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425501

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

飲食文化に見るおもてなし：酒と茶の文化

茶道について調べてくる ６０分

飲食文化に見るおもてなし：洋食文化

６０分

三都の遊廓について調べてくる ６０分

第9回 飲食と芸術文化の融合：芸者文化

第7回

第8回

洋食の歴史について調べてくる

芸術文化に見るおもてなし：芸能の始まり

歌や踊りに対する各自のイメージをまとめてくる ６０分

芸術文化に見るおもてなし：芸能の展開

6０分

日本の芸能について調べてくる 60分

芸術文化に見るおもてなし：芸能の成熟

江戸時代の芸能について調べてくる
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６０分

第11回

第12回

第13回

飲食と芸術文化の融合：芸者文化

遊廓のシステムについて調べてくる

飲食と芸術文化の融合：芸者文化

遊女と芸者について調べてくる

飲食と芸術文化の融合：芸者文化

太鼓持ちについて調べてくる

６０分

第10回

６０分

飲食と芸術文化の融合：芸者文化

１２０分

１２０分

第15回

仕出しについて調べてくる ６０分

飲食と芸術文化の融合：芸者文化

「最後の吉原芸者みな子姐さん」について調べてくる

総復習

総復習する

第14回
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質問等については、授業が終わった時に対応するので、教壇に来てください。
HP：安原眞琴公式サイト
http://www.makotooffice.net

授業の方法
基本的に講義形式だが、アクティブラーニングを取り入れるなど、授業参加を求めていく。

成績評価の方法
期末レポート3０％、中間レポート３０％、リアクションペーパー４０％で総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
安原眞琴公式サイトを見て、芸者について学んでおく。

テキスト
授業中に指示する。

参考書
映像作品「最後の吉原芸者四代目みな子姐さん―吉原最後の証言記録」とそのパンフレット。
その他は授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

知っている妖怪をメモしてくる ３０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

妖怪の概要をビデオで確かめる

記紀神話を読んでくる
ビデオの復習をする

１２０分

日本史と妖怪史を通覧する

日本史の時代区分とその特徴を復習してくる ６０分

テーマ・概要
妖怪をきっかけにして日本文化を知る

日本の妖怪の独自性と日本文化との関わりが説明できるようになる。
到達目標

授業の計画と準備学修

近世日本文学講義Ｂ

安原　眞琴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425502

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

古代の妖怪

『源氏物語』の霊について調べてくる
古代の妖怪の特徴を復習する

１２０分

霊と幽霊

１２０分

戯作について調べてくる
授業で読んだ仮名草子を再読する

１２０分

第9回 江戸前期の妖怪

第7回

第8回

モノの妖怪について調べてくる
『源氏物語』の霊の特徴を復習する

中世の妖怪

『百鬼夜行絵巻』について調べてくる
妖怪と仏教や武士との関係を復習する

１２０分

妖怪のキャラクター化

１２０分

水木しげるの妖怪の源を調べてくる
『百鬼夜行絵巻』の誕生について復習する

１２０分

『百鬼夜行絵巻』の変遷

仮名草子について調べてくる
『百鬼夜行絵巻』の変遷を復習する
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１２０分

第11回

第12回

第13回

江戸後期の妖怪

歌舞伎の妖怪を調べてくる
授業で読んだ戯作を再読する

歌舞伎と妖怪

落語の怪談を調べてくる
授業で見た歌舞伎の復習をする

落語と怪談

江戸のおもちゃ絵について調べてくる
授業で見た落語の復習をする

１２０分

第10回

１２０分

エンタメの中の妖怪

１２０分

１２０分

第15回

妖怪カルタの中の妖怪を調べてくる
おもちゃ絵について復習する

１２０分

実際に遊んでみよう

総復習しておく
妖怪カルタの妖怪の復習をする

総復習

総復習する

第14回
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授業の終わりに教壇で対応する。
HP：安原眞琴公式サイト
http://www.makotooffice.net

授業の方法
基本的に講義形式だがアクティブラーニングを取り入れる

成績評価の方法
最終レポート30％、課題レポート３０％、リアクションペーパー４０％で総合的に評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
小松和彦・飯倉義之監修『日本の妖怪』（宝島SUGOI文庫、２０１５年）

参考書
適宜指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

連歌の時代

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

連句のルール

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

テーマ・概要
和歌・連歌の流れを継承しつつ、俗語をいとわず卑近な日常を詠むことのできた俳諧は、江戸時代を通じて、庶民から大名にいたるまで非
常に多くの人々に親しまれた。俳諧は、複数人が集まって交互に句を連ねる連句形式を原則とする座の文芸であるが、発句・俳文・雑俳・
俳画など、さまざまな形で楽しまれた。本授業では、近世の人々がどのように俳諧を楽しんだかという点に重点をおきながら、近世におけ
る俳諧の流れを概観し、近世社会における庶民文芸のありようを学ぶ。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
・さまざまな形式の俳諧作品に触れ、近世俳諧史の展開を知る。
・近世文芸の性格について理解を深める。
・俳諧の文芸性や、その庶民文芸としての面白さを味わう。

到達目標

授業の計画と準備学修

近世日本文学講義Ｃ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425503

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

初期俳諧

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

元禄俳諧①

60

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

第9回 点取俳諧

第7回

第8回

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

元禄俳諧②

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

芭蕉没後の蕉門

60

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

前句付俳諧

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

雑俳

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

蕉風復興運動

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

月並俳諧

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

60

第10回

60

俳画

60～

60

第15回

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

俳文

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

授業のまとめ

これまでの学修内容を確認しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。
授業中質問をしたり、リアクションペーパーを提出してもらったりする。

成績評価の方法
授業への参加具合（リアクションペーパー等を含む）50%、期末試験（あるいは到達度確認テスト、課題レポート）50%による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・さまざまな形式の俳諧作品に触れ、近世俳諧史の展開について把握し、説明できるか。
・近世文芸の性格について理解を深められたか。
・俳諧の文芸性や、その庶民文芸としての面白さを味わえたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし、古文を原文で読むので、基本的な文法知識のあることが望ましい。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
西鶴について

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『武家義理物語』巻五ノ五

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

『世間胸算用』巻三ノ三

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

テーマ・概要
西鶴の浮世草子を読む。十七世紀後半から十八世紀初頭の元禄時代には、上方（京都・大坂）における経済のめざましい発展を背景に、現
世を「浮世」として肯定する享楽的な町人文化が花開いた。大坂の井原西鶴が浮世草子作家として活躍したのもちょうどこの頃で、西鶴の
浮世草子は、現実の世界に生きる人々の人生の諸相を巧みに描き出した小説として非常な人気を博した。本授業では、西鶴の浮世草子の中
から、主として恋愛心理を中心に人情の機微を描いた作品を取り上げる。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
・近世文学を読む際に必要な基本的な知識を習得する。
・近世文芸の性格について理解を深める。
・西鶴の浮世草子の文芸性と、その庶民文芸としての面白さを味わう。

到達目標

授業の計画と準備学修

近世日本文学講義Ｄ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425504

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『好色一代男』巻七ノ一一

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

『好色一代女』巻三ノ二

60

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

第9回 『懐硯』巻五ノ一

第7回

第8回

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。

『万の文反古』巻二ノ三

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

『西鶴置土産』巻二ノ二

60

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。 60

『西鶴諸国ばなし』巻五ノ四

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。
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60

第11回

第12回

第13回

『懐硯』巻一ノ五

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。

『武家義理物語』巻一ノ二

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。

『男色大鑑』巻二ノ二

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。

60

第10回

60

『西鶴諸国ばなし』巻四ノ二

60～

60

第15回

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。。 60

『好色五人女』巻四ノ一

配布プリントや関連資料・作品等を読み、内容を把握する。

授業のまとめ

これまでの学修内容を確認しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行うが、授業中質問をしたり、リアクションペーパーを提出してもらったりする。
また適宜小テストを行い、予習・復習ができているか確認する。

成績評価の方法
授業への参加具合（小テスト・リアクションペーパー等を含む）50%、期末試験（あるいは到達度確認テスト、課題レポート）50%による総
合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・近世文学を読む際に必要な基本的な知識を習得できたか。
・近世文芸の性格について理解を深められたか。
・西鶴の浮世草子の文芸性と、その庶民文芸としての面白さを味わえたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし、古文を原文で読むので、基本的な文法知識のあることが望ましい。

テキスト
プリントを配布する。

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「近代」という時代
　漱石文学の背景にある「近代」という時代とその意味を確認する。

近代日本の出発期の様相を把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

出生から留学まで（鴎外の場合）
　漱石との比較のため、森鴎外の留学までの経緯をたどる。

鴎外の留学までの概要を確認しておく。 60

出生から留学まで（漱石の場合）
　漱石の出生から留学に至るまでの経緯をたどる。

職業作家となるまでの漱石の概要を確認しておく。 60

テーマ・概要
　「漱石文学の世界」をテーマとする。
　近代日本文学史の中で、夏目漱石はつねに中心的存在でありつづけてきた。同時代状況を反映しつつ、近代社会における人間のありよう
を問い続けた漱石文学の世界は、こんにちなお重要な意味を担っている。一方、過度に神話化された漱石像の見直しも、近年、始まってい
る。
　本講義では、森鴎外との比較を交え、各作品と時代状況との関わりを考えながら漱石文学の主要な作品系譜をたどる。

①漱石文学の全体像を把握し、同時代社会との関連の中にそれを位置づける視野をもつこと。
②近代日本文学を論ずるための自分自身の観点や問題意識を身につけること。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代日本文学講義Ａ

松村　友視

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425601

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

漱石のロンドン体験
　漱石文学の原点ともなるロンドン留学体験とその意味を考える。

ロンドン留学時代の漱石について概要を確認しておく。 60

『文学論』の成立
　留学時代の「文学論ノート」を視野に入れながら『文学論』に託された漱石の文学観をとらえる。

60

近代日本における日露戦争の位置づけを確認しておく。 60

第9回 鴎外と日露戦争
　漱石との比較の観点から、鴎外における日露戦争の意味を考える。

第7回

第8回

『文学論』の位置づけと、おおよその内容を把握しておく。

『漾虚集』の世界(1)
　初期作品集『漾虚集』の中から「倫敦塔」「カーライル博物館」を取り上げて考察する。

「倫敦塔」「カーライル博物館」を読んでおく。 60

『漾虚集』の世界(2)
　『漾虚集』の中から「薤露行」「幻影の盾」を取り上げて考察する。

60

「薤露行」「幻影の盾」を読んでおく。 60

「猫」の内部世界
　「吾輩は猫である」の作品構造を分析し、その中心をなす世界の意味を考える。

「吾輩は猫である」の位置づけと概要を確認しておく。
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90

第11回

第12回

第13回

漱石と日露戦争
　漱石の作品や言説に現れた日露戦争の位置づけを確認し、漱石にとっての日露戦争の意味を考える。

日露戦争に触れた漱石作品について確認しておく。

「坊っちゃん」
　「坊っちゃん」に現れた漱石の同時代意識とその意味を考える。

「坊っちゃん」を読んでおく。

「草枕」
　「草枕」の作品世界に託された芸術観の意味を考える。

「草枕」を読んでおく。

60

第10回

90

「二百十日」「野分」
　「二百十日」「野分」を取り上げ、漱石文学の転機としての意味を考える。

120

90

第15回

「二百十日」「野分」を読んでおく。 90

「虞美人草」
　「虞美人草」の作品分析をふまえ、職業作家としての漱石の新たな出発の意味を考える。

「虞美人草」の内容を確認しておく。

到達度確認テスト
　これまでの講義内容についての理解度を確認するためのテスト。

到達度テストに備え、これまでの講義内容について自分自身の観点から記述できるようにしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義形式で行う。作品本文の抜萃や関連文献からの引用を記載した資料を毎回配布し、それに基づきながら講義を進める。漱石作品
についてはあらかじめ読んでおくことが望ましい。

成績評価の方法
平常点（30％）、到達度確認テスト（70％）を基本に総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
近代日本文学史に関する基本的な知識をもっていることが求められる。

テキスト
毎回、講義資料を配布する。

参考書
必要に応じて講義中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「夢十夜」(1)
　「夢十夜」のうち、「第一夜」「第四夜」を取り上げ、考察する。

「第一夜」「第四夜」を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「夢十夜」(3)
　「夢十夜」のうち、「第六夜」「第七夜」「第八夜」を取り上げ、考察する。

「第六夜」「第七夜」「第八夜」を読んでおく。 60

「夢十夜」(2)
　「夢十夜」のうち、「第二夜」「第三夜」を取り上げ、考察する。

「第二夜」「第三夜」を読んでおく。 60

テーマ・概要
　「漱石文学の世界」をテーマとする。
　近代日本文学史の中で、夏目漱石はつねに中心的存在でありつづけてきた。同時代状況を反映しつつ、近代社会における人間のありよう
を問い続けた漱石文学の世界は、こんにちなお重要な意味を担っている。一方、過度に神話化された漱石像の見直しも、近年、始まってい
る。
　本講義では、森鴎外との比較を交え、各作品と時代状況との関わりを考えながら漱石文学の主要な作品系譜をたどる。

①漱石文学の全体像を把握し、同時代社会との関連の中にそれを位置づける視野をもつこと。
②近代日本文学を論ずるための自分自身の観点や問題意識を身につけること。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代日本文学講義Ｂ

松村　友視

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425602

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「三四郎」
　「三四郎」の作品内容を分析し、同時代状況との関わりなどについて考察する。

「三四郎」の内容を確認しておく。 90

森鴎外「青年」
　「三四郎」に触発されて書かれた森鴎外の「青年」を取り上げ、「三四郎」と比較しつつ考察する。

90

「門」の内容を確認しておく。 90

第9回 「門」
　「門」の作品内容を分析し、主人公と社会との距離について考える。

第7回

第8回

「三四郎」と比較しながら「青年」の内容を確認しておく。

鴎外の文壇復帰と漱石
　小倉左遷後の鴎外の文壇復帰と漱石の登場との関わりをふまえ、鴎外の文壇復帰の背景を考える。

鴎外の文壇復帰前後の状況を確認しておく。 60

「それから」
　「それから」の作品内容を分析し、近代知識人における「Head」と「Heart」との関わりについて考える。

60

「それから」の内容を確認しておく。 90

大逆事件と鴎外漱石
　大逆事件に対する文学者の対応を概観し、鴎外と漱石の立ち位置の違いを考察する。

大逆事件の概要を確認し、それに対する文学者たちの対応を調べる。
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90

第11回

第12回

第13回

「彼岸過迄」
　「彼岸過迄」の作品内容を分析し、主人公を中心とするしゅ他者認識のありようを考える。

「彼岸過迄」の内容を確認しておく。

「行人」
　「行人」の作品内容を分析し、近代知識人の内的風景について考える。

「行人」の内容を確認しておく。

「こゝろ」
　「こゝろ」の作品内容を分析し、明治という時代の倫理観のあり方について考える。

「こゝろ」の内容を確認しておく。

90

第10回

90

「道草」
　自伝的作品である「道草」の作品内容を確認し、人間関係を相対化する視座の意味を考える。

120

90

第15回

「道草」の内容を確認しておく。 90

「明暗」
　「明暗」の作品内容を確認し、主人公を含む人間像と人間関係のとらえ方について考える。

「明暗」の内容を確認しておく。

到達度確認テスト
　これまでの講義内容についての理解度を確認するためのテスト。

到達度テストに備え、これまでの講義内容について自分自身の観点から記述できるようにしておく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義形式で行う。作品本文の抜萃や関連文献からの引用を記載した資料を毎回配布し、それに基づきながら講義を進める。漱石作品
についてはあらかじめ読んでおくことが望ましい。

成績評価の方法
平常点（30％）、到達度確認テスト（70％）を基本に総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
近代日本文学史に関する基本的な知識をもっていることが求められる。

テキスト
毎回、講義資料を配布する。

参考書
必要に応じて講義中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「風景の発見」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「翻訳者の四迷」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

テーマ・概要
柄谷行人を読む　Ⅰ

思想家として目覚ましい仕事を続ける柄谷行人が「近代文学の終り」を明確に唱えたのは2003年である。しかし私たち近代文学研究者は、
この柄谷の宣言にきちんと向き合うことを怠ってきた。本講義では文学に関する柄谷の基本的な文献を読み直しつつ、柄谷の仕事の全体に
挑んでゆきたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代日本文学講義Ｃ

井上　隆史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425603

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「内面の発見」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「内面の発見」を読む

20

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

第9回 「漱石試論Ⅰ」を読む

第7回

第8回

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「病という意味」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「告白という制度」を読む

20

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「歴史と自然ー鴎外の歴史小説」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。
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20

第11回

第12回

第13回

「漱石試論Ⅱ」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「文学の衰滅ー漱石の「文学論」」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「私小説の両義性ー志賀直哉と嘉村礒多」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

20

第10回

20

「私小説の両義性ー志賀直哉と嘉村礒多」を読む

20

20

第15回

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「児童の発見」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

まとめ

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
文学に関する柄谷の基本的な文献を読んでゆく。適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

成績評価の方法
学期末のレポートによる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

テキスト
適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

参考書
適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　
「近代文学の終り」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「心理を超えたものの影ー小林秀雄と吉本隆明」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「「「話」のない小説」論争」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

テーマ・概要
柄谷行人を読む　Ⅱ

思想家として目覚ましい仕事を続ける柄谷行人が「近代文学の終り」を明確に唱えたのは2003年である。しかし私たち近代文学研究者は、
この柄谷の宣言にきちんと向き合うことを怠ってきた。本講義では文学に関する柄谷の基本的な文献を読み直しつつ、柄谷の仕事の全体に
挑んでゆきたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

近・現代日本文学講義Ｄ

井上　隆史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251425604

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「夢の世界ー島尾敏雄と庄野潤三」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「夢の呪縛ー埴谷雄高について」を読む

20

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

第9回 「中野重治と転向」を読む

第7回

第8回

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「一九七〇年＝昭和四五年」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「ジャンルの消滅」を読む

20

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「「日本近代文学の起源」各種序文」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。
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20

第11回

第12回

第13回

「大江健三郎のアレゴリー」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「他者と歴史ー武田泰淳」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

「同一性の円環ー大江健三郎と三島由紀夫」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

20

第10回

20

「村上春樹の「風景」」を読む

20

20

第15回

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。 20

「小説という闘争―中上健次」を読む

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

まとめ

ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
文学に関する柄谷の基本的な文献を読んでゆく。適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

成績評価の方法
学期末のレポートによる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ポータルサイトに基本情報を出しますので確認をお願いします

テキスト
適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

参考書
適宜、資料を配布、ポータルサイトにて掲出する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第一章　江戸漢詩の読み方（１）江戸時代の漢詩を読む

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第二章　近代作家から遡る江戸漢詩（１）永井荷風と父・永井禾原、外祖父・鷲津毅堂

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第一章　江戸漢詩の読み方（２）漢詩の基本的な読解法

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

テーマ・概要
　江戸漢詩文入門（漢詩篇）として江戸時代の漢詩を取り上げる。全体を四章に分け、第一章ではその基本的な読解法を理解し実践する。
第二章では漢詩人の家系出身の二人の近代作家から遡って江戸漢詩とのつながりを考える。第三章では旅と男女関係という二つの観点から
江戸漢詩の多様な特色の一端を理解する。第四章では江戸の代表詩人大窪詩仏の著作を時代順に読み、詩風の展開と当時の詩人の活動を理
解する。

①漢詩の基本的な読解法を理解し実践する。
②江戸時代の漢詩の特色を理解する。
③江戸時代の詩人の活動を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本漢文学Ａ

山口　旬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

第二章　近代作家から遡る江戸漢詩（２）中島敦と伯父・中島斗南、祖父・中島撫山

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第三章　江戸漢詩の諸相（１）詩人の旅・菅茶山（往路、吉野、奈良）

60

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第9回 第三章　江戸漢詩の諸相（５）詩人の男女・頼山陽と江馬細香（細香との出会い）

第7回

第8回

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第三章　江戸漢詩の諸相（２）詩人の旅・菅茶山（伊勢、尾張、近江）

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第三章　江戸漢詩の諸相（３）詩人の旅・菅茶山（京都、大阪、帰路）

60

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第三章　江戸漢詩の諸相（４）詩人の男女・頼山陽と江馬細香（山陽の作品）

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。
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60

第11回

第12回

第13回

第三章　江戸漢詩の諸相（６）詩人の男女・頼山陽と江馬細香（細香の作品）

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第四章　江戸の流行詩人・大窪詩仏（１）最初の詩集『卜居集』若き修業時代の詩

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第四章　江戸の流行詩人・大窪詩仏（２）詠物詩の出発『詩聖堂詩集初編』詠物の詩

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

60

第10回

60

第四章　江戸の流行詩人・大窪詩仏（３）流行詩人としての活躍『詩聖堂詩集二編』応酬の詩

90

60

第15回

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第四章　江戸の流行詩人・大窪詩仏（４）晩年の生活『詩聖堂詩集三編』晩年の日常詠

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

終章　まとめ

【復習】第一章の江戸漢詩の読み方のプリントを再読し、それを念頭に置いて第二章・第三章の資料を
読み直す。

第14回
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授業終了後に教室で、また随時Eメールで受け付ける。

授業の方法
授業は講義形式で進め必要に応じて練習の時間を設ける。

成績評価の方法
平常点５０％と学期末に課する筆記試験またはレポートの成績５０％とで総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
授業時に資料を配布する。

参考書
漢詩一般として、一海知義『漢詩入門』岩波ジュニア新書、松浦友久『漢詩 美の在りか』岩波新書、江戸漢詩理解に、中村真一郎『江戸
漢詩』岩波同時代ライブラリー、富士川英郎『江戸後期の詩人たち』東洋文庫、論文集として、揖斐高『江戸詩歌論』汲古書院など、各詩
人の作品を読むには、『江戸詩人選集（各巻）』『江戸漢詩選』岩波書店などがある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第一章　漢文読解入門（１）漢文笑話 岡白駒『開口新話』短文数章

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第一章　漢文読解入門（３）漢文笑話 岡白駒『開口新話』漢文小説

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第一章　漢文読解入門（２）漢文笑話 岡白駒『開口新話』落語の原話

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

テーマ・概要
　江戸漢詩文入門（漢文篇）として江戸時代の漢文（散文）を取り上げる。全体を五章に分け、第一章では江戸期の漢文を素材として基本
的な漢文の読解法を理解し実践する。第二・三・四章では江戸漢文から特色ある作品を取り上げ読解法を応用する。第五章では江戸詩壇を
主導した漢詩批評誌『五山堂詩話』を章段の性質ごとに読解して江戸漢詩壇の構造を理解する。

①漢文の基本的読解法を理解し実践する。
②江戸時代の漢文の特色を理解する。
③江戸時代の漢詩壇の構造を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本漢文学Ｂ

山口　旬

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426202

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

第二章　江戸漢文アンソロジー・歴史（１）大槻磐渓『近古史談』戦国武将の逸話 織田篇

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第二章　江戸漢文アンソロジー・歴史（２）大槻磐渓『近古史談』戦国武将の逸話 豊臣篇

60

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第9回 第三章　江戸漢文アンソロジー・随筆（３）中根香亭『香亭雅談』江戸文人のエピソード その二

第7回

第8回

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第二章　江戸漢文アンソロジー・歴史（３）大槻磐渓『近古史談』戦国武将の逸話 徳川篇

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第三章　江戸漢文アンソロジー・随筆（１）中根香亭『香亭雅談』江戸文人のエピソード 自序

90

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。 60

第三章　江戸漢文アンソロジー・随筆（２）中根香亭『香亭雅談』江戸文人のエピソード その一

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。
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60

第11回

第12回

第13回

第四章　江戸漢文アンソロジー・紀行文（１）安積艮斎『艮斎文略』浅間山登山

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第四章　江戸漢文アンソロジー・紀行文（２）安積艮斎『艮斎文略』白根山登山

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

第四章　江戸漢文アンソロジー・紀行文（３）安積艮斎『艮斎文略』房総旅行

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

60

第10回

60

第五章　『五山堂詩話』に見る江戸漢詩の世界（１）清新の詩論

90

60

第15回

【予習】新日本古典文学大系６５『日本詩史 五山堂詩話』の「五山堂詩話解説」の項を読む。 60

第五章　『五山堂詩話』に見る江戸漢詩の世界（２）無名詩人の紹介

【復習】授業時の配布プリントと自身のノート・メモを五回熟読し、発見や疑問をメモする。

終章　まとめ

【復習】第一章の漢文読解入門のプリントを再読し、それを念頭に置いて第二～五章の資料を読み直
す。

第14回

- 944 -



授業終了後に教室で、また随時Eメールで受け付ける。

授業の方法
授業は講義形式で進め必要に応じて練習の時間を設ける。

成績評価の方法
平常点５０％と学期末に課する筆記試験またはレポートの成績５０％とで総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本漢文学Aと連続して履修することが望ましい。

テキスト
授業時に資料を配布する。

参考書
前期の参考文献に加えて、漢文読解一般として、奥平卓『漢文の読みかた』岩波ジュニア新書、加地伸行『漢文法基礎』講談社学術文庫、
『五山堂詩話』について、新日本古典文学大系６５『日本詩史 五山堂詩話』岩波書店、揖斐高『江戸の詩壇ジャーナリズム』角川書店が
ある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の進め方について説明する。

復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。 毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

孟子（前372ころ-前289ころ）の読書法
『孟子』離婁下「博学而詳説之、将以反説約也」ほか、注を参照しつつ読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

孔子（前551-前479）の読書法
『論語』学而「学而時習之、不亦説乎」ほか、注を参照しつつ読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

テーマ・概要
張明仁編『古今名人読書法』をテキストに、中国文学史の一面を窺う。歴代名人の「読書法」に関する文章について学修することを通じ
て、大学生の一般教養として、よりよく生きるために役立つような知見を広め、深める。
名人としては、孔子・孟子・荘子・荀子・韓非子・呂不韋・揚雄・王充・鄭玄・諸葛亮・葛洪・陶潜・顔之推を取り上げる。

友人に教えたくなるような、また、子孫に伝えたくなるような面白くかつ有意義な名作や名句・名言を一つ以上見つけて、それを簡潔的確
にわかりやすく説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

中国文学史Ａ

伊藤　文生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426205

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

荘子（生没年不詳）の読書法
『荘子』天道「桓公読書於堂上、輪扁斲輪於堂下、……古人之糟粕已夫」を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

荀子（前298?-前235ころ）の読書法
『荀子』勧学「目不能両視而明、耳不能両聴而聡、……故君子結於一」ほかを読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第9回 王充（27?-97?）の読書法
『論衡』書虚「世信虚妄之書、以為載於竹帛上者、皆賢聖所伝、無不然之事。……無思於事也」ほかを読む。

第7回

第8回

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

韓非子（？-前234?）の読書法
『韓非子』外儲説左上「郢人有遺燕相国書者、夜書、火不明、因謂持燭者曰、挙燭。……今世学者多似此類」を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

呂不韋（？-前235）の読書法
『呂氏春秋』尊師「故凡学、非能益也、達天性也。能全天之所生、而勿敗之、是謂善学」ほかを読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

揚雄（前53-18）の読書法
『法言』学行「或曰、学無益也、如質何。曰、未之思矣。……可謂好学也已矣」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。
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毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第11回

第12回

第13回

鄭玄（127-200）の読書法
『礼記』学記注「所学者聖人之道、在方策」、「先易後難、以漸入」、「学不心解、則忘之易」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

諸葛亮（181-234）の読書法
『戒子書』「夫学須静也、才須学也。非学無以広才、非静無以成学。……」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

葛洪（283-343?）の読書法
『抱朴子』勖学「夫周公上聖、而日読百篇。仲尼天縦、而韋編三絶。……」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第10回

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

陶潜（365-427）の読書法
『五柳先生伝』の「好読書、不求甚解。毎有会意、輒欣然忘食。……」ほかを読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第15回

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

顔之推（531-590?）の読書法
『顔氏家訓』勉学「夫所以読書学問、本欲開心明目利於行耳。……」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

まとめ
・資料を再点検し、質問に答える。

配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
テキストの精読を中心として、数回の小テストを実施する。毎回、講義内容に関する質問を受け付け、次回、可能な限り講義に取り入れて
回答する。

成績評価の方法
小テスト50％、課題レポート20％、平常点30％とし、授業態度を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高等学校卒業程度の日本語理解力と漢和辞典が使えること。

テキスト
資料プリントを配付する。

参考書
『新明解現代漢和辞典』、影山輝國ほか、三省堂、2,800円、ISBN978-4-385-13755-1
その他は授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の進め方について説明する。

復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。 毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

欧陽脩（1007-1072）の読書法
『試筆』の「作詩須多誦古今人詩。不独詩爾、其他文字皆然。……」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

韓愈（768-824）の読書法
『師説』の「古之学者必有師。師者、所以伝道・受業・解惑也。……」ほかを読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

テーマ・概要
張明仁編『古今名人読書法』をテキストに、中国文学史の一面を窺う。歴代名人の「読書法」に関する文章について学修することを通じ
て、大学生の一般教養として、よりよく生きるために役立つような知見を広め、深める。
名人としては、韓愈・欧陽脩・司馬光・蘇軾・朱熹・陸游・陸九淵・王応麟・王守仁・袁枚・曽國藩・張之洞・梁啓超を取り上げる。

友人に教えたくなるような、また、子孫に伝えたくなるような面白くかつ有意義な名作や名句・名言を一つ以上見つけて、それを簡潔的確
にわかりやすく説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

中国文学史Ｂ

伊藤　文生

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426206

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

司馬光（1019-1086）の読書法
『呂氏家塾記』の「司馬温公幼時、患記問不若人。群居講習、衆兄弟既成誦、遊息矣。独下帷絶編、迨能倍誦乃止。……」ほか
を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

蘇軾（1036-1101）の読書法
『耆旧続聞』の「東坡謫黄州、日課手鈔漢書。自言読漢書凡三鈔。……」を読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第9回 王応麟（1223-1296）の読書法
『困学紀聞』雑識を読む。

第7回

第8回

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

朱熹（1130-1200）の読書法
『朱子の読書法』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

陸游（1125-1210）の読書法
『渭南文集』万巻楼記を読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

陸九淵（1139-1192）の読書法
『与邵中孚書』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。
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毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第11回

第12回

第13回

王守仁（1472-1528）の読書法
『答顧東橋書』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

袁枚（1716-1797）の読書法
『書大学補伝後』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

曽国藩（1811-1872）の読書法
『経史百家簡編序』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第10回

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

張之洞（1837-1909）の読書法
『輶軒語』を読む。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

第15回

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

毎週90分程度を目安とし
て、各自の理解度および
意欲に応じて取り組むこ
と。

梁啓超（1873-1929）の読書法
『治国学雑話』を読む。

配付資料に見える未知の漢字や語句について、漢和辞典等を使ってできるかぎり調べておく。
復習として、配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

まとめ
・資料を再点検し、質問に答える。

配布資料に一通り目を通し、疑問点についてまとめる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
テキストの精読を中心として、数回の小テストを実施する。毎回、講義内容に関する質問を受け付け、次回、可能な限り講義に取り入れて
回答する。

成績評価の方法
小テスト50％、課題レポート20％、平常点30％とし、授業態度を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高等学校卒業程度の日本語理解力と漢和辞典が使えること。

テキスト
資料プリントを配付する。

参考書
『新明解現代漢和辞典』、影山輝國ほか、三省堂、2,800円、ISBN978-4-385-13755-1
その他は授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１．比較文学の原点1

テキスト第1章を読んでくること。
「比較文学」という呼称について調べてくること。
第1回の復習をすること。

120分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

１．比較文学の原点3

ポール・ケーラス『カルマ』、トルストイ『カルマ』、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』につ
いて調べること。
第3回の復習をすること。

120分

１．比較文学の原点2

芥川龍之介『蜘蛛の糸』を読んでくること。
第2回の復習をすること。

120分

テーマ・概要
森鴎外、国木田独歩、夏目漱石、上田敏、芥川龍之介等の作品を例に、比較文学の諸相について研究する。

比較文学という文学研究の方法論について、その起源と展開の概要を捉える。
到達目標

授業の計画と準備学修

比較文学Ａ

有光　隆司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426207

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

２．文学研究の歩みと比較文学1

「文学」について調べること。
第4回の復習をすること。

120分

２．文学研究の歩みと比較文学2

120分

「リズム」と「韻律」について調べること。
第9回の復習をすること。

120分

第9回 ３．文体研究と作品解釈3

第7回

第8回

「古典主義文学」について調べること。
第5回の復習をすること。

２．文学研究の歩みと比較文学3

「ロマン主義文学」について調べること。
第6回の復習をすること。

120分

３．文体研究と作品解釈1

120分

上田敏『海潮音』について調べること。
第7回の復習をすること。

120分

３．文体研究と作品解釈2

カール・ブッセについて調べること。
第8回の復習をすること。
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1２0分

第11回

第12回

第13回

４．伝記的事実と作品解釈1

松尾芭蕉『野ざらし紀行』について調べること。
第10回の復習をすること。

４．伝記的事実と作品解釈2

幸田露伴『白芥子句考』について調べること。
第11回の復習をすること。

４．伝記的事実と作品解釈3

「伝記」について調べること。
第12回の復習をすること。

120分

第10回

1２0分

５．短編小説をめぐって1

120分

120分

第15回

「短篇小説」の起源について調べること。
第13回の復習をすること。

120分

５．短編小説をめぐって2

ボッカチオ『デカメロン』について調べること。
第14回の復習をすること。

５．短編小説をめぐって3

ゴーリキー『センツァマニ』(森鴎外訳)を読んでくること。
第15回の復習をすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
原則として３回完結型形式で講義する。

成績評価の方法
毎回提出のリアクション・ペーパー等による授業参加意欲 ( 25% )および学期末１回提出のレポート (75% )により評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
比較文学B

テキスト
『比較文学への誘い——東西文学十六章——』（新田義之著、大学教育出版）

参考書
『講座比較文学』全８巻（芳賀徹他編、東京大学出版）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1．メールヒェンとお伽噺1

「メールヒェン」について調べてくること。
第1回の復習をすること。

1２0分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

2．お伽噺から童話へ1

浜田広介について調べること。
第3回の復習をすること。

120分

1．メールヒェンとお伽噺2

巖谷小波について調べること。
第2回の復習をすること。

120分

テーマ・概要
巖谷小波、浜田広介、夏目漱石、上田敏、小泉八雲、等の作品を例に、比較文学の諸相について研究する。

比較文学という文学研究の方法論について、その可能性と限界を検証する。
到達目標

授業の計画と準備学修

比較文学Ｂ

有光　隆司

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251426208

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

2．お伽噺から童話へ2

アンデルセン童話について調べること。
第4回の復習をすること。

120分

3．枠物語の系譜1

120分

「昔話」「伝説」について調べること。
第9回の復習をすること。

120分

第9回 5．日本の説話1

第7回

第8回

「枠物語」について調べること。
第5回の復習をすること。

3．枠物語の系譜2

『千夜一夜物語』について調べること。
第6回の復習をすること。

120分

4．文学研究方法をめぐって1

120分

「書誌学」「本文校訂」「訓詁・語釈」「作家研究」とはなにか、調べること。
第7回の復習をすること。

120分

4．文学研究方法をめぐって2

「韻律学」「民俗学」「社会学」とはなにか、調べること。
第8回の復習をすること。
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120分

第11回

第12回

第13回

5．日本の説話2

ハーン 『怪談』を読んでくること。
第10回の復習をすること。

6．叙事詩とバラード

「叙事詩」とはなにか調べること。
第11回の復習をすること。

7．抒情的なものについて

「抒情詩」とはなにか、調べること。
第12回の復習をすること。

120分

第10回

120分

8．悲劇的なものについて

120分

120分

第15回

ソポクレス『エディプス王』を読んでくること。
第13回の復習をすること。

120分

9．比較文学から比較文化へ1

夏目漱石『虞美人草』、『三四郎』を読んでくること。
第14回の復習をすること。

9．比較文学から比較文化へ2

「文学」と「文化」について調べること。
第15回の復習をすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
原則として２回完結型形式で講義する。

成績評価の方法
毎回提出のリアクション・ペーパー等による授業参加意欲 ( 25% )および学期末１回提出のレポート (75% )により評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
比較文学A

テキスト
『比較文学への誘い——東西文学十六章——』（新田義之著、大学教育出版）

参考書
『講座比較文学』全８巻（芳賀徹他編、東京大学出版）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「古筆」とは何か　―その範囲と特質、享受の歴史

日本史・文化史・書道史など 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「古筆」を見る・読む　―古今和歌集の古筆

日本史（奈良・平安時代）・文化史・書道史など 30

「古筆」を見る・読む　―万葉集の古筆

日本史（奈良・平安時代）・文化史・書道史など 30

テーマ・概要
日本の著名な古典文学作品を「古筆」で読む。
万葉集や源氏物語、古今和歌集や伊勢物語、平家物語、方丈記、徒然草など、
鎌倉時代・室町時代に書かれた典籍や、その断簡である「古筆切」で読む。
くずし字・変体仮名を読む力を付けるとともに、
よく知られた古典文学作品が、どうやって現代の我々の手元に届いたのか、その実際を知るための講義を行う。

有名な作品を、古い時代の写本・古筆切などで読んでいく。
鎌倉時代以前に成立したものを題材に、それらの鎌倉時代・室町時代・江戸時代かけて写されたもので読んでいく。
それらを通じて、鎌倉時代・室町時代、ひいては江戸時代の人々がそれらをどのように読み、
どうやって受け継いできたのか、その気持ちが分かるようになることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本探究特別講義Ａ （古筆で読む古典）

石澤　一志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151427106

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「古筆」を見る・読む　―伊勢物語の古筆

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など 30

「古筆」を見る・読む　―古今和歌集周辺の古筆

30

日本史（平安時代）・文化史・書道史など 30

第9回 「古筆」を読む　―西本願寺本三十六人集②

第7回

第8回

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

「古筆」を見る　―和漢朗詠集の古筆切①

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など 30

「古筆」を読む　―和漢朗詠集の古筆切②

30

日本史（平安時代）・文化史・書道史など 30

「古筆」を見る　―西本願寺本三十六人集①

日本史（平安時代）・文化史・書道史など
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30

第11回

第12回

第13回

「古筆」を見る　―源氏物語

日本史（平安時代）・文化史・書道史など

「古筆」を読む　―源氏物語とその周辺

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

「古筆」を見る・読む　―さまざまな作品の古筆①

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

30

第10回

30

「古筆」を見る・読む　―さまざまな作品の古筆②

120

30

第15回

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など 30

「古筆」を見る・読む　―さまざまな作品の古筆③

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など

「古筆」の持つ意味

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など

第14回
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出講日、授業終了後に教室などで受け付けます。

授業の方法
古筆を鑑賞する。また、その字を読む。何と書いてあるかの判読は、内容の理解とつながる。そこを同時に見ていきたい。また、文学作品
そのものについての知識、歴史的時代背景、その後代的影響などについても、同時に講じていきたい。文学史・文化史・書道史・美術史な
ど、多方面へとつながっていく講義を目指す。

成績評価の方法
小テスト（講義内で適宜実施）の成績（３０％）、講義への取り組み・貢献度（３０％）、定期試験（５０％）で、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本文学史・日本史・美術史・書道史などについて、あらかじめ目を通しておくとよい。

テキスト
笠間影印叢刊刊行会編『字典かな』（笠間書院）
その他、必要な資料については、講義内で適宜配布する。

参考書
毎回の講義の中で、紹介・指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「古典」とは何か　―その範囲と特質、享受の歴史

日本史・文化史・書道史など 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「古典」を読む　―古今和歌集②鎌倉時代写本

日本史（奈良・平安時代）・文化史・書道史など 30

「古典」を読む―古今和歌集①平安時代写本

日本史（奈良・平安時代）・文化史・書道史など 30

テーマ・概要
日本の著名な古典文学作品を「古写本」で読む。
古今和歌集・伊勢物語・和漢朗詠集・源氏物語などを、
鎌倉時代・室町時代・江戸時代に書かれた古典籍で読む。
くずし字・変体仮名を読む力を付けるとともに、
よく知られた古典文学作品が、どうやって現代の我々の手元に届いたのか、
その実際を知ってもらいたい。

有名な作品を、古写本で読んでいく。
鎌倉時代以前に成立したものを題材に、
それらの鎌倉時代・室町時代・江戸時代に写されたもの（版本印刷を含む）で読んでいく。
それらを通じて、鎌倉時代・室町時代、ひいては江戸時代の人々がそれらを読み、
受け継いできた気持ちが分かるようになることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本探究特別講義Ｂ （古写本で読む古典）

石澤　一志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151427206

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「古典」を読む―古今和歌集③室町時代写本

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など 30

「古典」を読む　―伊勢物語①鎌倉時代写本

30

日本史（平安時代）・文化史・書道史など 30

第9回 「古典」を読む―和漢朗詠集②鎌倉・室町時代写本

第7回

第8回

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

「古典」を読む　―伊勢物語②室町時代写本

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など 30

「古典」を読む　―伊勢物語③江戸時代写本・版本

30

日本史（平安時代）・文化史・書道史など 30

「古典」を読む　―和漢朗詠集①平安時代写本、粘葉本和漢朗詠集他

日本史（平安時代）・文化史・書道史など
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30

第11回

第12回

第13回

「古典」を読む―和漢朗詠集②江戸時代版本

日本史（平安時代）・文化史・書道史など

「古典」を読む―源氏物語①平安時代写本

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

「古典」を読む　―源氏物語②鎌倉時代写本

日本史（平安・鎌倉時代）・文化史・書道史など

30

第10回

30

「古典」を読む　―源氏物語②室町時代写本

120

30

第15回

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など 30

「古典」を読む　―源氏物語②江戸時代写本・版本

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など

「古典」とは　―引き継がれ続けるもの

日本史（鎌倉・室町時代）・文化史・書道史など

第14回
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出講日の授業終了後、教室などで受け付けます。

授業の方法
古写本を読む。何と書いてあるかを判読しつつ、内容の理解も行う。同時に見ていきたい。
また、文学作品そのものについての知識、歴史的時代背景、その後代的影響などについても、講じていく。
文学史・文化史・書道史・美術史など、多方面へとつながっていく講義を目指す。

成績評価の方法
小テスト（講義内で適宜実施）の成績（３０％）、講義への取り組み・貢献度（３０％）、定期試験（５０％）で、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本文学史・日本史・美術史・書道史などについて、あらかじめ目を通しておくとよい。

テキスト
笠間影印叢刊刊行会編『字典かな』（笠間書院）その他、必要な資料については、講義内で適宜配布する。

参考書
毎回の講義の中で、紹介・指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「導入」
　授業の目的・ねらい及び本講の視点について説明すると共に、「日本」美術を学ぶにあたっての前提となることにも触れる。

予習としてシラバスを読み、あらかじめ授業内容を把握すると共に、授業で示した全体像や考え方、学
習方法や評価基準を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「古墳とその時代の造形」
　日本列島における古墳とその時代の造形を学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「縄文と弥生の造形」
　日本列島における縄文時代と弥生時代の造形物について学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

テーマ・概要
　本講は、日本列島で生み出された造形作品（美術）の中から、各時期の特徴ある作品や作家を取り上げ、その流れを概観し、それを通し
て日本造形文化の特質の一端を理解しようとするものである。また、作品は背景としてその当時の政治・経済状況や宗教事情などとも密接
にかかわっており、こうした周辺分野についても触れ、また担当者がかつて博物館に在籍していた実務経験をも活かし、幅広い視点での把
握を目指す。
　扱う分野においては、彫刻、絵画、工芸、建築など、なるべく巾広く取り上げ、時間幅については、概ね縄文時代から平安時代後期を範
囲とする。なお、鎌倉時代以降については「日本美術史Ｂ」で扱う。

・日本美術史上の縄文時代から平安時代後期に至る展開について、基礎的な知識を修得する。
・縄文時代から平安後期の主要作品について、その鑑賞はもとより、定説的な見方と異論、及びそれらの根拠を認識する。
・日本美術に関する基本的な考え方や多角的な視点、方法論を理解する。
・上記をふまえ、日本の造形及びそれを通して日本文化に関する教養を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本美術史Ａ

塩澤　寛樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427301

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「法隆寺と飛鳥時代の造形」
　法隆寺を中心に飛鳥時代の仏教造形を学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「東大寺大仏の造立と奈良時代の造形」
　東大寺大仏造立の意義と奈良時代の造形を学ぶ。

60

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

第9回 「神社の信仰と建築Ⅰ」
　神社の信仰とその特質について学ぶと共に、神社建築の起源について学ぶ。

第7回

第8回

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「東大寺、興福寺と奈良時代の造形」
　東大寺や興福寺を中心に奈良時代の造形を、適宜大陸の作品と比較しながら学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「古代寺院の空間」
　古代寺院の建築と空間を学ぶ。

60

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「正倉院の奇跡」
　正倉院の歴史とその収蔵品の特質を学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

- 971 -



60

第11回

第12回

第13回

「神社の信仰と建築Ⅱ」
　神社の成立について、その思想と建築の特質について学ぶと共に、様々な神社建築について、仏教建築とも比較しながら学
ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「密教とその造形」
　密教の思想と造形について学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「平等院ー平安後期の宗教と造形」
　平等院の建築・彫刻・絵画の特質について学び、併せて浄土教美術について概観する。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

第10回

60

「やまと絵」
　やまと絵の概念とその特徴について学ぶ。

90

60

第15回

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「日本の陶磁Ⅰ」
　日本列島における土器から陶器の展開とその特徴について学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「まとめ」

これまでの授業を振り返り、授業全体の把握をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けるほか、質問方法については授業時に説明する。

授業の方法
・授業は講義形式を中心とする。各回の授業においては、配付プリントに基づいて概要を説明したり、プロジェクターを用いた画像により
視覚的理解を図ることを交互に繰り返す。
・授業の進捗によって、内容を一部変更することがある。

成績評価の方法
平常点20％、期末レポート80％を合計して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
・各項目の基本的な理解がなされているか。
・主要な作品や作家についての基本的な理解がなされているか。
・多様な考え方や異説に対して、整理した理解がなされたいるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
中学卒業程度の日本史の基本知識があれば十分が、高校の日本史で学んだ文化史の知識とは必ずしも整合しない。

テキスト
特に定めないが、事前にポータルからプリントを配付する。

参考書
授業時に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「鎌倉時代の彫刻Ⅰ」
　著名な彫刻作家である運慶、快慶を中心に、鎌倉時代の新しい彫刻様式を学習する。

予習としてシラバスを読み、あらかじめ授業内容を把握すると共に、授業で示した全体像や考え方、学
習方法や評価基準を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「神仏習合の造形Ⅱ」
　神仏習合の思の展開想を理解すると共に、それに基づいて生みだされた特色ある造形を学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「鎌倉時代の彫刻Ⅱ」
　鎌倉時代を代表する造像契機であった南都復興を取り上げ、運慶・快慶だけではない、鎌倉時代の多様な彫刻表現を概観する
と共に、中世における造像と社会についても学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

テーマ・概要
　本講は、日本列島で生み出された造形作品（美術）の中から、各時期の特徴ある作品や作家を取り上げ、その流れを概観し、それを通し
て日本造形文化の特質の一端を理解しようとするものである。また、作品は背景としてその当時の政治・経済状況や宗教事情などとも密接
にかかわっており、こうした周辺分野についても触れ、また担当者がかつて博物館に在籍していた実務経験をも活かしながら、幅広い視点
での把握を目指す。
　扱う分野においては、彫刻、絵画、工芸、建築など、なるべく巾広く取り上げ、時間幅については、概ね鎌倉時代から江戸時代を範囲と
する。なお、平安時代後期までは「日本美術史Ａ」で扱う。

・日本美術史上の鎌倉時代から江戸時代に至る展開について、基礎的な知識を修得する。
・鎌倉時代から江戸時代の主要作品について、その鑑賞はもとより、定説的な見方と異論、及びそれらの根拠を認識する。
・日本美術に関する基本的な考え方や多角的な視点、方法論を理解する。
・上記をふまえ、日本の造形及びそれを通して日本文化に関する教養を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本美術史Ｂ

塩澤　寛樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427302

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「肖像Ⅰ」
　作例が豊かに残される中世の肖像のうち、主に僧侶肖像について、一部の古代作例を含めながら概観し、併せて肖像における
「写実性」についても考える。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「水墨画」
　大陸より新しくもたらされた絵画ジャンルである水墨画について、中世の展開を中心に取り上げる。

60

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

第9回 「肖像Ⅱ」
　中世から近世にかけての武家などの俗人肖像について学ぶ。

第7回

第8回

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「漆の工芸」
　日本列島における代表的工芸である漆工について、大陸作品との比較をしながら学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「禅の造形」
　中世の社会と文化に多大な影響を与えた禅の思想とそれに基づいて生みだされた特色ある造形を学び、併せて唐物の受容にも
触れる。

60

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「狩野派ー元信と永徳」
　室町時代中期以降、御用絵師として画壇をリードした狩野派について、元信と永徳を中心に概観する。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

「黄檗の美術」
　江戸時代に新たにもたらされ、流行した黄檗派（黄檗宗）の特色ある造形を学ぶ。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「琳派ー俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一」
　江戸時代の代表的流派である琳派について、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一を中心に概観し、またその特色ある継承について
も学習する。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「伊藤若冲」
　江戸時代に出現し、特異な才能を発揮した「奇想」の画家伊藤若冲を取り上げ、その作品の魅力を探る。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

第10回

60

「日本の陶磁Ⅱ」
　江戸時代に各地で開花した多才な陶磁器文化について、磁器を中心に概観する。

90

60

第15回

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

60

「浮世絵」
　江戸時代に誕生した浮世絵について、ジャンとしての特色を学び、春信、歌麿、写楽、北斎、広重などの主要な作家を中心
に、その表現上の特色を概観する。

予習として事前配付プリントの当該箇所に目を通して内容を把握し、授業で説明した要点やキーワード
を復習して確認する。

「拾遺とまとめ」

これまでの授業を振り返り、授業全体の把握をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けるほか、質問方法については授業時に説明する。

授業の方法
・授業は講義形式を中心とする。各回の授業においては、配付プリントに基づいて概要を説明したり、プロジェクターを用いた画像により
視覚的理解を図ることを交互に繰り返す。
・授業の進捗によって、内容を一部変更することがある。

成績評価の方法
平常点20％、期末レポート80％を合計して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
・各項目の基本的な理解がなされているか。
・主要な作品や作家についての基本的な理解がなされているか。
・多様な考え方や異説に対して、整理した理解がなされたいるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
中学卒業程度の日本史の基本知識があれば十分が、高校の日本史で学んだ文化史の知識とは必ずしも整合しない。

テキスト
特に定めないが、事前にポータルからプリントを配付する。

参考書
授業時に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　授業の進め方、参考文献や辞典の使い方、取り上げる資料などについての説明をする。
　民俗学の概説を行う。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60 分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

衣食住（自給自足の暮らし方）
　映像を視聴し、水田のなかった山村の暮らし方を知る。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

衣食住（住居）　
民家における晴と褻の空間認識を考察する。間取り図の読み方を学ぶ。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

テーマ・概要
民俗学の分野のうち、衣食住、通過儀礼、民間信仰、口承文芸などを取り上げる。それらを異界という概念で読み解き、私たちの祖先が、
生命をどのように考えていたのかをさぐる。すでに行われなくなった民俗ばかりではなく、現代の身近な事象も取り上げる。

基本的な民俗学の考え方を学び、学術語彙を理解する。
到達目標

授業の計画と準備学修

日本民俗学Ａ

山崎　祐子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427303

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

衣食住（衣生活・食生活）
柳田國男の「木綿以前の事」、瀬川清子の「食生活の歴史」をテキストにし、衣食住の民俗の考え方を学ぶ。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

通過儀礼（出産と産育）
大正末年から昭和初年にかけての出産の記録を読み、通過儀礼の意味を考察する。

60分

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

第9回 異界をのぞく（昔話）
「夜」について日本の昔話ではどのように表現しているか考察する。

第7回

第8回

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。配布資料が多いので読み返しておく。

通過儀礼（結婚）
結婚の形態を学び、嫁入婚の儀礼と葬送儀礼の類似点を考察する。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

通過儀礼（葬送と供養
各地の死後供養の事例を学び、「祖霊」について考察する。

60分

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

異界をのぞく（幽霊と妖怪）
柳田國男の「妖怪談義」を読み、柳田の妖怪の考え方を考察する。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。
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60分

第11回

第12回

第13回

異界をのぞく（祈願）
呪い、占い、祈願の各地の事例を学び、現代の不安と民俗について考察する。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。

異界をのぞく（伝説）
「番町皿屋敷」「累ヶ淵」を江戸という都市開発の視点で読む。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。

異界をのぞく（都市伝説）
学校の怪談や都市伝説を資料として、現代の不安について考察する。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。

60分

第10回

60分

異界をのぞく（遠野物語）
柳田国男の「遠野物語」を山と女性という視点で読む。

６０分

60分

第15回

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。 60分

異界をのぞく（狐）
狐の窓、多摩ニュータウンの狐話などを例に、狐にかかわる伝承の意味を考察する。

授業で取り上げた学術語彙や民俗語彙を復習する。

到達度の確認・まとめ

前期の復習をする。

第14回

- 980 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式で行う。

成績評価の方法
到達度確認テスト７０パーセントと平常点３０パーセントで総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に専門知識を必要とはしていない。

テキスト
使用しない。毎回、資料のプリントを配布する。

参考書
配布資料に記載するほか、適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　授業の進め方、参考文献や辞典の使い方、取り上げる資料などについての説明をする。

重要語句の復習をする。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

年中行事（正月）
年の区切りの考え方を学ぶ。来訪神が登場する各地の伝説や年中行事について考察する。

重要語句の復習をする。 60分

年中行事（太陰太陽暦の構造と季節感）
自然暦の考え方、太陰太陽暦の仕組みを学ぶ。

重要語句の復習をする。 60分

テーマ・概要
民俗学の分野のうち、年中行事、祭礼、民俗芸能を取り上げ、一年の暮らしのリズムがどのように組み立てられていたのかを考察する。

太陰太陽暦の仕組みを理解し、年中行事や祭礼に関する民俗学の理論を理解する。民俗芸能の基本的な学術語彙を理解する。
到達目標

授業の計画と準備学修

日本民俗学Ｂ

山崎　祐子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427304

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

子どもの成長と年中行事
子どもが中心になって行う年中行事を取り上げ、教育としての民俗の役割を考察する。

重要語句の復習をする。 60分

年中行事（七夕と盆）
織姫・彦星ではない日本各地の七夕の民俗を学び、盆行事について考察する。

60分

重要語句の復習をする。ワークシートの記入をする。 60分

第9回 民俗芸能（神楽）
三河の花祭の映像を視聴し、民俗芸能の伝承の場について考察する。

第7回

第8回

重要語句の復習をする。

年中行事(概説、年中行事の諸相）
年中行事の構造を学ぶ。端午の節供を例に年中行事の由来を語る昔話を考察する。

重要語句の復習をする。 60分

民俗芸能（神楽）
中神楽をの映像を視聴する。仮設の舞台の構造や装置を、依代について考察する。

60分

重要語句の復習をする。ワークシートの記入をする。 60分

民俗芸能（概説）
民俗芸能の基礎知識を学ぶ。

重要語句の復習をする。
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60分

第11回

第12回

第13回

民俗芸能（田楽）
西浦田楽の映像を視聴し、民俗芸能の重要な学術語彙を復習、確認する。

重要語句の復習をする。ワークシートの記入をする。

祭礼と競技
祭礼の中で競技が行われる意義を考察する。

重要語句の復習をする。

正月と厄払い
「東都歳事記」などを資料として、各地の事例と比較しつつ江戸の正月について考察する。

重要語句の復習をする。

60分

第10回

60分

東日本大震災の復興と民俗芸能

６０分

60分

第15回

重要語句の復習をする。 60分

商品化される民俗
新しい民俗として定着しつつある年中行事について考察する。

重要語句の復習をする。

到達度確認・まとめ

到達度確認テストにそなえ、重要語句の復習をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式であるが、映像を多く取り入れた授業を行う。

成績評価の方法
到達度確認テスト50パーセント、民俗芸能のまとめのワークシート30パーセント、平常点20パーセントとし、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
テキストは使用しないが、毎回、授業で用いる資料のプリントを配布する。

参考書
配付資料に記載するほか、授業時に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス
・古代日本概観

適宜 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・８世紀以前２

同上 30

・８世紀以前1
＊説話他文学作品や歴史史料などからテーマに則した話を適宜撰び、関連資料と共に授業毎にレジュメとして配付します。尚、
テーマは授業の進捗状況他に連動して変更する場合があります。以下同。

復習
・知らない言葉やよく判らない言葉に出合った時、『日本国語大辞典』(小学館)などの辞書を利用し、
こまめに確認する習慣をつけて下さい。
・レジュメに採り上げた古典作品他の資料を、是非音読してください。

30

テーマ・概要
本講義では、古代日本で人々がどのような「思想」をもって生活していたのか、文学作品や歴史史料などに描かれた人の営みに着目し、こ
れを精読することでさぐります。
ごく当たり前のことですが、「考える」という営為には「ことば」が不可欠で、「ことば」は「文字」で伝えられます。現代に伝えられて
きた「文字」を丁寧に読み「ことば」の意味をさぐることで、当時の人々がどのような「考え」に寄り添いながら、あるいは囚われながら
行動していたのか、さまざまな「思想」を読み取って行きます。
なお、本講義では日本の「古代」をおよそ摂関期ころまでとしています。

・古典作品や歴史史料を精読し、その背景にある当時の「思想」について知る。
・人々の考え方の多様性を客観的に観察・考察する視座を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本思想講義Ａ （古代文学から学ぶ）

内田　澪子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427313

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

・『日本書紀』他

同上 30

・「漢字文化圏」

30

同上 30

第9回 ・『日本霊異記』３

第7回

第8回

同上

・『風土記』他

同上 30

・『日本霊異記』１

30

同上 30

・『日本霊異記』２

同上
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30

第11回

第12回

第13回

・『今昔物語集』１

同上

・『今昔物語集』２

同上

・『今昔物語集』３

同上

30

第10回

30

・『往生要集』１

30

30

第15回

同上 30

・『往生要集』２

同上

・総括

同上

第14回
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授業終了時、教室で受けることを原則とします。

授業の方法
講義形式で行います。
授業毎のリアクションペーパを、ミニレポートと位置附けます。

成績評価の方法
期末レポート(50％)、授業毎のミニレポート(25%)、出席状況などの平常点(25%)を総合的に判断します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
①講義内容を踏まえ、
②自らの問題意識によって疑問やテーマを見つけ出し、
③それを自らの言葉で論理的に説明するための意欲・努力がなされているか、
という点を注視し、達成度を評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
授業中に資料を配付します。

参考書
授業中に必要に応じて示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・ガイダンス
・中世日本概観

適宜 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・公家２

同上 30

・公家１
＊説話他文学作品や歴史史料などからテーマに則した話を適宜撰び、関連資料と共に授業毎にレジュメとして配付します。尚、
テーマは授業の進捗状況他に連動して変更する場合があります。以下同。

復習
・知らない言葉やよく判らない言葉に出合った時、『日本国語大辞典』(小学館)などの辞書を利用し、
こまめに確認する習慣を附けてください。
・レジュメに採り上げた古典文学作品や歴史史料を、是非音読してください。

30

テーマ・概要
本講義では、中世日本で人々がどのような「思想」をもって生活していたのか、文学作品などに描かれた人の営みに着目し、これを精読す
ることでさぐります。
ごく当たり前のことですが、「考える」という営為には「ことば」が不可欠で、「ことば」は「文字」で伝えられます。逆に、伝えられて
きた「文字」を丁寧に読み「ことば」を拾うことから、当時の人々がどのような「考え」に寄り添いながら、あるいは囚われながら行動し
ていたのか、さまざまな「思想」を読み取って行きます。
なお、本講義では日本の「中世」をおよそ院政期ころから戦国期ころまでとしています。

・古典作品や歴史史料を精読し、その背景にある当時の「思想」について知る。
・人々の考え方の多様性を客観的に観察・考察する視座を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本思想講義Ｂ （中世文学から学ぶ）

内田　澪子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427314

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

・公家３

同上 30

・公家４

30

同上 30

第9回 ・武家３

第7回

第8回

同上

・公家５

同上 30

・武家１

30

同上 30

・武家２

同上
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30

第11回

第12回

第13回

・武家４

同上

・「念仏」１

同上

・「念仏」２

同上

30

第10回

30

・「無常」１

30

30

第15回

同上 30

・「無常」２

同上

・総括

同上

第14回
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授業終了後、教室で受けることを原則とします。

授業の方法
講義形式で行います。
授業毎のリアクションペーパを、ミニレポートと位置附けます。

成績評価の方法
期末レポート(50％)、授業毎のミニレポート(25%)、出席状況などの平常点(25%)を総合的に判断します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
①講義内容を踏まえ、
②自らの問題意識によって疑問やテーマを見つけ出し、
③それを自らの言葉で論理的に説明するための意欲・努力がなされているか、
という点を注視して達成度を評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
授業中に資料を配付します。

参考書
授業注に必要に応じて示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに

京都を知る 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

京都宇治

京都を知る 60

京都東山

京都を知る 60

テーマ・概要
風景、風土と文学

日本の風土をめぐり歩く
到達目標

授業の計画と準備学修

日本の風土と景観Ａ

浅見　和彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427307

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

京都嵯峨野

京都を知る 60

日本文学の総合講義

60

北陸道を知る 60

第9回 北陸道の風景（１）

第7回

第8回

日本文学の理解

東国の風景（１）

東国を知る 60

東国の風景（２）

60

東国を知る 60

東国の風景（３）

東国を知る
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60

第11回

第12回

第13回

北陸道の風景（２）

北陸道を知る

北陸道の風景（３）

北陸道を知る

東海の風景（１）

東海を知る

60

第10回

60

東海の風景（２）

60

60

第15回

東海を知る 60

日本文学の総合講義

日本文学の理解

まとめと試験

すべてを振り返る

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
毎時、１週間の出来事を新聞等を使いながら解説する。
教室への入室は開始後１０分まで。その後の入室はぜひ遠慮してほしい。授業途中の入場や無断の途中退室は授業の障碍となるので控えて
ください。名前が判明次第、適切な措置をとります。
テキスト（教科書）を使用するので、受講者は必ず持って来てください。

成績評価の方法
授業内試験を重視（ほぼ１００％）するので、必ず授業内試験は受験すること。未受験の場合は単位を認定することはできないので注意し
てほしい。不合格者が出ることも少なからず、一所懸命勉強してほしい。なお、現地調査をお願いすることもあります。前期・後期それぞ
れ1、2回レポートの提出（手書きに限定）あり。専用用紙を配布、期限内に必ず提出すること、提出のない場合、単位認定の資格を失うの
で、充分注意してください。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
日本文学気まま旅（三省堂）（1,600円）

参考書
日本古典文学・旅百景（NHK出版）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに

中世文学史を理解する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

西行の世界(2)

山家集を読む 60

西行の世界(1)

山家集を読む 60

テーマ・概要
西行、長明、兼好と風土

西行、長明、兼好などを理解する
到達目標

授業の計画と準備学修

日本の風土と景観Ｂ

浅見　和彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427308

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

西行の世界(3)

山家集を読む 60

西行の世界(4)

60

方丈記を読む 60

第9回 長明の世界(3)

第7回

第8回

山家集を読む

日本文学の総合講義

中世文学を読む 60

長明の世界(1)

60

方丈記を読む 60

長明の世界(2)

方丈記を読む
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60

第11回

第12回

第13回

長明の世界(4)

方丈記を読む

日本文学の総合講義

中世文学を読む

兼好の世界(1)

徒然草を読む

60

第10回

60

兼好の世界(2)

60

60

第15回

徒然草を読む 60

兼好の世界(3)

徒然草を読む

まとめと試験

徒然草を考える

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
日本中世の隠者文学を読む。作家たちと旅を考察する。毎時、１週間の出来事について新聞等を使い、解説する。 
教室への入室は開始後１０分まで。その後の入室はぜひ遠慮してほしい。授業途中の入場や無断の途中退室は授業の障碍となるので控えて
ください。名前が判明次第、適切な措置をとります。

成績評価の方法
授業内試験を重視（ほぼ１００％）するので、必ず授業内試験は受験すること。未受験の場合は単位を認定することはできないので注意し
てほしい。不合格者が出ることも少なからず、一所懸命勉強してほしい。なお、現地調査をお願いすることもあります。前期・後期それぞ
れ1、2回レポートの提出（手書きに限定）あり。専用用紙を配布、期限内に必ず提出すること、提出のない場合、単位認定の資格を失うの
で、充分注意してください。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
発心集（角川ソフィア文庫）

参考書
方丈記（ちくま学芸文庫）、無名抄（角川ソフィア文庫）、徒然草（角川ソフィア文庫）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

初期歌舞伎（１）その成立

歌舞伎に関する基本的な知識を確認する。 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

初期歌舞伎（３）芝居地景観

配布した資料を熟読する。 ６０分

初期歌舞伎（２）出雲の阿国

配布した資料を熟読する。 ６０分

テーマ・概要
テーマ　近世の演劇史
　近世（江戸時代）の演劇、歌舞伎に関する概説を行う。演者・演目・劇場などについて具体的にとりあげる。もう一つの分野である人形
浄瑠璃についても随時言及する。

　江戸時代の代表的な演劇である歌舞伎について知識を身につけることを目標とする。近世前期歌舞伎の成立と展開について理解を深め、
これらのことを説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本演劇史Ａ

池山　晃

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427311

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

野郎歌舞伎（１）芝居地整備

配布した資料を熟読する。 ６０分

野郎歌舞伎（２）劇場の様相①

６０分

配布した資料を熟読する。 ６０分

第9回 元禄期歌舞伎（３）上方の役者・演目①

第7回

第8回

配布した資料を熟読する。

野郎歌舞伎（３）劇場の様相②

配布した資料を熟読する。 ６０分

元禄期歌舞伎（１）江戸の役者・演目①

６０分

配布した資料を熟読する。 ６０分

元禄期歌舞伎（２）江戸の役者・演目②

配布した資料を熟読する。
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６０分

第11回

第12回

第13回

元禄期歌舞伎（４）上方の役者・演目②

配布した資料を熟読する。

享保期歌舞伎（１）当局の規制

配布した資料を熟読する。

享保期歌舞伎（２）劇場の整備

配布した資料を熟読する。

６０分

第10回

６０分

宝暦期歌舞伎（１）劇場機構の発達

６０分

６０分

第15回

配布した資料を熟読する。 ６０分

宝暦期歌舞伎（２）演目

配布した資料を熟読する。

まとめ

これまでの知識を総合する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義方式で行うが、毎回コメントペーパーを提出してもらい、その内容について次回の講義で質問に回答したり、内容に言及したり
する。

成績評価の方法
毎回の授業のコメント（２０%）、記述式の学期末試験（８０％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
歌舞伎の演者・演目・劇場等の様相・変遷に関して、基本的な理解ができているか。江戸時代の庶民の娯楽について説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本演劇史Ｂ

テキスト
毎回プリントを配布する。

参考書
参考書は授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

近世前期歌舞伎概観（Ａ既修者のおさらい。Ｂからの履修者の前提習得。）

近世前期歌舞伎に関する基本的な知識を確認する。 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人形浄瑠璃（２）代表的作者とその作品

配布した資料を熟読する。 ６０分

人形浄瑠璃（１）その成立

配布した資料を熟読する。 ６０分

テーマ・概要
テーマ　近世の演劇史
　近世（江戸時代）の演劇、歌舞伎に関する概説を行う。日本演劇史Aで扱った時期に続いて、近世後期から近代に至るまでの歌舞伎の展
開を扱う。歌舞伎と共に近世の二大演劇を形成した人形浄瑠璃についてもとりあげる。

江戸時代の二大演劇である歌舞伎と人形浄瑠璃について知識を身につけることを目標とする。近代に至るまでの歌舞伎の展開について理解
を深め、これらのことを説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本演劇史Ｂ

池山　晃

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251427312

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人形浄瑠璃（３）盛況と衰退

配布した資料を熟読する。 ６０分

人形浄瑠璃（４）歌舞伎化（義太夫狂言）

６０分

配布した資料を熟読する。 ６０分

第9回 後期上方歌舞伎（１）劇場内外の様相

第7回

第8回

配布した資料を熟読する。

天明期江戸歌舞伎（１）文化的発展

配布した資料を熟読する。 ６０分

天明期江戸歌舞伎（２）劇場・役者の様相

６０分

配布した資料を熟読する。 ６０分

天明期江戸歌舞伎（３）舞踊の発達

配布した資料を熟読する。
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６０分

第11回

第12回

第13回

後期上方歌舞伎（２）格下の芝居

配布した資料を熟読する。

後期上方歌舞伎（３）地方の芝居

配布した資料を熟読する。

文化文政期江戸歌舞伎（１）作者と作品①

配布した資料を熟読する。

６０分

第10回

６０分

文化文政期江戸歌舞伎（２）作者と作品②

６０分

６０分

第15回

配布した資料を熟読する。 ６０分

幕末明治期歌舞伎

配布した資料を熟読する。

まとめ

これまでの知識を総合する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義方式で行うが、毎回コメントペーパーを提出してもらい、その内容について次回の講義で質問に回答したり、内容に言及したり
する。

成績評価の方法
毎回の授業のコメント（２０%）、記述式の学期末試験（８０％）により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
歌舞伎・人形浄瑠璃に関して基本的な理解ができているか。近世後期から近代に至るまでの歌舞伎の歴史的展開について説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本演劇史Ａ

テキスト
毎回プリントを配布する。

参考書
参考書は授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

正しくわかりやすく話す、ということ

【予習】自己紹介のための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析、滑舌練習（毎回）

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

明瞭な発音のために

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

効果的な話し方とは

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

テーマ・概要
　本講座は、普段何気なく口にしている言葉の見直しから、あらたまった場でのスピーチの仕方まで、様々な角度から「日本語を正しく話
す」ことについて考え、実践することによって言語伝達能力の向上を目指すものです。
　まずは、時と場に応じて適切な言葉を選び、正しく使いこなすことができるように、基本的な挨拶や場面に応じた会話の型、言葉のマ
ナーや敬語などを学習します。また、名文とされる文章や古典を教材に取り上げつつ、発声や滑舌の練習を行い、豊かな音声表現法を身に
つけるとともに言葉への感度を高めます。さらに、情報を整理したうえで自分の意思や主張を論理的に説明し、聞き手に正確に理解しても
らえるような表現力をも身につけていきたいと考えています。
　なお本講座では、教員（新村）の、ケーブルテレビのレポーターや司会者（イベントやブライダル司会）としての実務経験に基づき、場
や聴き手に合わせた伝え方を、実践的に学んでいきます。

・自分の伝えたいことを整理し、自信を持って生き生きと話す力を身につける。
・日本語の音声表現に興味を持ち、よりよいコミュニケーション方法を習得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語を正しく話す ａ

新村　衣里子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251428101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

言葉のマナーについて

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

正しい敬語の使い方

60分

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

第9回 「聞く」ことの重要性

第7回

第8回

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

間違えやすい言葉、気になる言葉

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

※小テスト（敬語や語句、間違えやすい言葉などの確認のためのテスト）

60分

【予習】小テストと1分間スピーチのための準備
【復習】小テストの見直し。スピーチの要約と今後の課題分析

100分

円滑なコミュニケーションのために

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析
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60分

第11回

第12回

第13回

語りの力

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

声について

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

豊かな音声表現のために

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

第10回

60分

説得するための方法

60分

120分

第15回

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

60分

到達度確認テスト

【予習】到達度確認テストと1分間スピーチのための準備
【復習】スピーチの要約と今後の課題分析

到達度確認テストの解説
授業のまとめ

【予習】1分間スピーチのための準備
【復習】到達度確認テストを見直して、この授業を振り返る。自身の今後の課題を設定する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
　講義と発話演習（1分間程度のスピーチ）を中心に行います。発声、滑舌、音読の練習も適宜行います。授業中に課題や小レポートを課
すこともあります。
　上に示した準備学修に関しての時間はあくまで目安ですので、各自の達成度や理解度に応じて積極的に取り組んでください。なお、授業
の進捗状況によっては計画内容を一部変更する場合もあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）（25％）、技能到達度（スピーチの内容、構成、伝達面における到達度）（25％）、提出物（スピーチの記録
など）やテスト（小テストと到達度確認テスト）（50％）で総合的に評価します。

成績評価の基準
・成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
・到達目標に掲げた点に主に着目して、その達成度により評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特に予備知識を必要としませんが、授業で発表する1分間スピーチや朗読などの題材集めのために、日ごろから自分の好きな文学作品や
名言、また関心のある分野や時事関連の記事などを心に留めておいてください。

テキスト
特になし

参考書
授業において紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　ガイダンス

＊皆さんの理解度・進行度によってシラバスの内容を変更することがあります

講師の説明のあと、自宅で時間をかけて、自分のこれまでを振り返る。毎回、講師のアドバイスを参考
に、作品完成に向けて、作業を少しずつ進めてくる。

*３０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

作文の＜やり取り＞の回

初回参照 *１８０

「心の地図」を描こう

初回参照 *６０

テーマ・概要
　創作の喜びは、人生を豊かにします。胸の奥深くにしまってきたことを、言葉にしてみませんか。この授業では、まず自分自身と向き合
い、心の内を作文にしてもらいます。少ししんどいかもしれませんが、ものを書くためには必須の作業です。短歌に限らず、詩でも小説で
もエッセイでも「書く」ことに興味のある人にはもちろん、編集者・国語教師をめざす人にとっても、参考になる授業をめざします。ＤＶ
Ｄも使って、現代短歌に楽しくふれていきます。多くの歌集を刊行し、歌人として活動している実務経験から、ひとりひとりに作品作りの
アドバイスをします。

まず作文を書くことで、心を言葉に出来るように。最終的に１０首程度の短歌に仕上げる。自分にも表現が出来るという実感をつかむ。
到達目標

授業の計画と準備学修

上級表現講座 （短歌創作）a

林　あまり

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251428202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

作文の＜やり取り＞の回

初回参照 *６０

作文の＜やり取り＞の回

*６０

初回参照 *１２０

第9回 短歌完成に向けて＜やり取り＞

第7回

第8回

初回参照

現代短歌にふれる

初回参照 *６０

作文の＜やり取り＞の回

*１２０

初回参照 *１２０

短歌完成に向けて＜やり取り＞

初回参照
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*３０

第11回

第12回

第13回

ＤＶＤで映画を観る（寺山修司）

初回参照

DVDで映画を観る（寺山修司）

初回参照

短歌仕上げ

初回参照

*３０

第10回

*９０

本とのつきあいかた

*３０

*９０

第15回

初回参照 *３０

短歌仕上げ

初回参照

現代詩を聴く

初回参照

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
　授業の半分以上は、講師と学生の１対１の面談による“やり取り”の時間です。楽しさも感じられる面談にしたいと願っています。講師
のアドバイスによって、ひとりひとりが毎回少しずつ自分の短歌をつくりあげていきます。残りの時間で現代短歌にふれていきます。＊自
宅でゆっくり考える時間として、第２回の後が１時間、第３回の後は３時間ほどかかるでしょう。あとは３回に一度、１時間かかるくらい
でしょうか。

成績評価の方法
平常点５０％、課題提出への取り組み４０％（出来不出来でなく作品完成までの姿勢）、授業での積極性１０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.心を言葉にしようと努力し、講師と話し合いながら、作業を進めることが出来たか。現代短歌を読んで、感想などを積
極的に発言出来たか。授業に真面目な態度でのぞんだか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
なし。そのつど、プリントを配ります。

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション（授業内容の紹介，デモ）

紹介するWeb上の資料内容を読んでおく。（復習） 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキストエディタ

テキストエディタの基本操作を復習する。 60分

電子化テキストの紹介

紹介するWeb上の資料内容を読んでおく。（復習） 60分

テーマ・概要
近年、日本語・日本文学の分野でもコンピュータの利用が盛んになり、研究を進めるうえでコンピュータの知識はいっそう重要度を増しつ
つある。この授業では、日本語学・日本文学を研究していく上で必要なコンピュータの知識・技術を習得し、今後の研究に活かせるように
なることを目指す。内容的には、日本語テキストの処理を行う方法、電子化資料を利用して用例の検索や集計を行う方法が中心となる。

日本語学・日本文学を研究していく上で必要なコンピュータの知識・技術（テキストエディタ・正規表現・表計算ソフト・文書の構造化）
を習得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語・日本文学のためのコンピュータ

小木曽　智信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251428302

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

正規表現

正規表現を使ったテキストの検索方法を復習する。 90分

高度な正規表現

90分

検索結果を集計する方法について復習する。 90分

第9回 表計算ソフトによる集計（文字列関数）

第7回

第8回

やや高度な正規表現を使ったテキストの処理方法を復習する。

全文検索ソフト「ひまわり」と構造化文書

「ひまわり」を使った検索方法を復習する。 60分

表計算ソフトによる「ひまわり」検索結果の利用

90分

「ひまわり」による検索結果を表計算ソフトで扱う方法を復習する 90分

ピボットテーブル（表計算ソフトの利用）

「ひまわり」による検索結果をピボットテーブルを用いて集計する方法を復習する
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60分

第11回

第12回

第13回

さまざまなテキストコーパスの紹介

紹介されたテキストコーパスの利用方法を確認する。（復習）

コーパスの紹介（少納言の利用と中納言の案内）

Webで利用可能なコーパスの使い方を確認する。（復習）

レポートテーマの確認と調査

レポートで取り上げるテーマを検討し、調査する。

60分

第10回

120分

レポートテーマの確認の調査

120分

120分

第15回

レポートで取り上げるテーマについて調査した結果の短いプレゼンテーションを行う。 120分

Wordでレポートを書く（文書の構造化）

文書の構造化を意識してソフトウェアの機能を使いこなしつつ、レポート執筆に着手する。

レポートの作成と質問

レポートで取り上げるテーマについての調査中で質問項目をまとめておく。（予習）
質問への回答を踏まえてレポートのための調査・執筆を継続する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けるほか、授業時に紹介するメールアドレスで対応する。

授業の方法
実際にコンピュータを使って課題をこなしていくことで知識と技術を身につける演習形式の授業である。
前半は、説明を受けての知識・技術を身につけることが中心となる。後半は、各自で設定した課題について調査しレポートとしてまとめて
いくことが中心となる。

成績評価の方法
授業への参加状況（40％）・小テスト（10％）・レポート（50％）を総合して評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特定の教科書は使用しない。教材はファイルやWebページの形で提示するほか、必要に応じてプリントを配布する。

参考書
授業時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1021 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

漢字音とは

漢和辞典の凡例等にある漢字音についての解説の精読 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

中国中古音（１）韻母と切韻系韻書

前回授業内容の復習 90

中国語音韻学の基礎

前回授業内容の復習 90

テーマ・概要
日本漢字音の諸相
日本漢字音の多層性（古音・呉音・漢音・唐音・慣用音など）とその各々の特質について講ずる。

中国語音韻学の基本的知識に基づき、日本語漢字音の概要について学問的に正確な知識を身につけ、説明できるようになる。その水準に達
していない者には単位は与えられない。

到達目標

授業の計画と準備学修

上級漢字講座

矢田　勉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251428301

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

中国中古音（２）声母と等韻図

前回授業内容の復習 90

呉音の資料

90

前回授業内容の復習 90

第9回 新漢音

第7回

第8回

前回授業内容の復習

呉音の特徴

前回授業内容の復習 90

漢音の資料

90

授業前回授業内容の復習 90

漢音の特徴

前回授業内容の復習
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90

第11回

第12回

第13回

漢字音の日本化

前回授業内容の復習

中世唐音（宋音）の資料と特徴

前回授業内容の復習

近世唐音の資料と特徴

前回授業内容の復習

90

第10回

90

日本漢字音の特質と国字政策

120

90

第15回

前回授業内容の復習 90

漢字制限・音訓制限

前回授業内容の復習

まとめ

これまでの講義内容の復習

第14回
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授業終了後に教室で受け付け。

授業の方法
講義。適宜小課題・小テストを課す。

成績評価の方法
平常点（小課題または小テスト）40％、期末レポート60％。小課題・小テスト・期末レポートのいずれも、それぞれの段階で必要な水準に
達しているかの観点から、厳正に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高等学校での学習範囲程度の漢文の知識があることが望ましい。

テキスト
プリントを使用する。

参考書
適宜授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（以下は仮題であり、内容が変更されることがある。また講義の順番が変更される場合がある。）

導入（ガイダンス）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「21世紀の越境・難民問題——自滅する欧州は何を伝えるか」（墓田）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

「創業385年　—ある和菓子の老舗の物語—」（ゲスト講師：大島千世子氏、（株）両口屋是清専務取締役）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

テーマ・概要
新入生がこれから４年間、国際文化学科で勉強してくうえで必要な基礎知識や方法論、多様な研究分野の学問的視座について紹介する。当
講義は、本学科での勉学の方向性を明確に理解してもらうための、導入部としても位置づけられる。

国際文化学科の専任教員全員及び学外からのゲスト講師が授業を担当し、それぞれの専門分野や研究テーマについてわかりやすく講義す
る。

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、下記を到達目
標とする。
−国際文化学科で学んでいくうえでの方向性を理解する。
−高校教育からの移行として、様々な学問分野の存在と、現象を扱う際の学問分野による切り口の相違を知る。
−グローバル化が進展するなかでの文化の多様性にふれる。
−導入教育として、４年間の勉学の方向性をイメージするとともに、関心、興味ある分野を発見する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化研究の現在

川村　陶子、松浦　義弘、堀内　正樹、墓田　桂、細谷　広美、中野　由美子、佐々木　紳、小田切　由香子、樋口　
真魚、李　知映、久保　茉莉子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「ミュージカル映画にみる＜人種＞問題」（中野）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

「中国法の変容と国際社会」（久保）

60分

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

第9回 「韓流と文化政策」（李）

第7回

第8回

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。

「文化多様性と現代世界」（川村）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

「トルコと日本」（佐々木）

60分

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

「グローバル化する世界と異文化理解・共生」（細谷）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。
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60分

第11回

第12回

第13回

「戦間期日本外交と国際秩序」（樋口）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。

「中東の音文化」（堀内）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。

「外国人とのコミュニケーション—日本語教育の知識の役立て方—」（小田切）

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。

60分

第10回

60分

「フランス革命を生きた人びと」（松浦）

60分

240分

第15回

講義のノート、配布資料を見直すとともに、紹介された文献資料等を読む。 60分

到達度確認テスト

試験準備。

テストの講評

講義のノート、配布資料を見直し、試験のふり返りを行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントなどを使った講義形式が中心となる。そのほか、パワーポイントや視聴覚教材を利用する場合もある。

授業の予定については、ゲスト講師の都合により担当講師の順番等が変わる可能性がある。
第１回目の授業の際に改めて正式なスケジュールを告知する。

成績評価の方法
平常点３０％、到達度確認テスト７０％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
なし。

参考書
参考書については、それぞれの講義において適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

＜以下の計画は、おおよその目安である。受講者の人数や構成、問題関心等を見た上で、開講後に修正を加える可能性がある。
＞

　イントロダクション
・授業担当者の問題意識と授業の概要（全体像、進め方など）を説明する。
受講者の自己紹介を行い、授業への関心や希望を聴取し、今後のスケジュールを調整する。
【予習】テキストを入手し、ざっと目を通しておく。
【復習】授業で配布した資料をおさらいし、ゼミの概要を確認する。コピーを配布したテキスト（池内
訳）を含め、２冊のテキストの全体を眺めてみる。

40

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献に取り組む準備作業（２）

カントの平和論が書かれた地域と時代が、現代国際関係の基礎をなす主権・国民国家体制の発展の中でどのような位置にあった
かを考える。『永遠平和のために』が日本語で翻訳出版された背景を考察する。

【予習】事前指定の参考資料を読み、課題についてメモを取ってくる。必要に応じ、さらにネットや文
献等で調査を行う。
【復習】授業で整理した情報をおさらいし、カントの生きた時代の国際関係史の中での位置づけや、
『永遠平和のために』の日本における受容について理解を深める。

60〜90

文献にとりくむ準備作業（１）

テキスト『永遠平和のために』の概要をつかむ。著者カントとはどのような人物であったのかを知り、なぜ本書を書いたのかを
考える。それぞれの本の訳者の人物像も調べる。
テキスト報告の担当者を決定する。

【予習】池内・宇都宮両訳本のまえがきと解説、別途配布の参考資料を読み、指定された課題について
メモを取る。必要に応じ、ネットや文献等でさらに調査を行う。
テキスト講読で自分が報告してみたいセクションの候補をいくつか選んでおく。
【復習】
授業で整理した情報をおさらいし、『永遠平和のために』の執筆背景について理解を深める。

60〜90

テーマ・概要
　このゼミでは、18世紀末にイマヌエル・カントが著した『永遠平和のために』を講読する。
　『永遠平和のために』は今から200年以上も前の著作であるが、現代にも通用する論点が数多く含まれている。国際連合や日本国憲法第
９条の理念のもとともなっており、〈ひと〉の視点も含めた幅広い平和や国際関係のあり方を問いかける古典である。
　授業では最近出版された現代語の抄訳を中心的テキストとするが、1980年代に出版された別の訳者による完訳を補足的に読み、異なる翻
訳のアプローチを比較することも試みる。また、カントの生きた時代や地域と彼の思想との関係、カントの展開した議論が現代の国際関係
分析においてどのように評価され、応用されているかなどについても、他の文献を用いつつ検討したい。
＊授業の具体的な内容や予定は、履修者の状況等によって調整、変更する可能性がある。

　全体を通して、古典といわれる文章を読むおもしろさを味わうこと、そして世界への関わり方や平和についての考えを深め、意見交換で
きるようになることを目標とする。また、短い文章の内容の広がりをくみ取り、そこから発展的テーマや討論の議題を設定する力を身につ
ける。
大学での勉強に必要な各種スキル（文章の読解、文献の調査、文章の表現、プレゼンテーション、討論における質問や意見表明、自主的な
学習態度等）の修得も、前期の基礎演習に引き続き進めていく。
こうした作業を通じて、DP1（教養の修得）、２（課題の発見）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発信力）を
総合的に実現したい。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ａ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

序文、テキスト第１章　その１　（平和条約）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、平和の定義や歴史上の主要な講和
条約等について考察し理解を深める。

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

180（報告者）
60（報告者以外）

テキスト第１章　その２（国の独立）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、国家の定義や近代における国際関
係のあり方等について考察し理解を深める。

180（報告者）
60（報告者以外）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

180（報告者）
60（報告者以外）

第9回 テキスト第１章　その６　（信頼）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、国際人道法や非人道的兵器等につ
いて考察し理解を深める。

第7回

第8回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト第１章　その３　（常備軍）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、軍隊の定義、日本国憲法第９条、
自衛隊、集団的安全保障等について考察し理解を深める。

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

180（報告者）
60（報告者以外）

テキスト第１章　その４　（国債）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、国債とは何か、戦争と経済、安全
保障のディレンマ等について考察し理解を深める。

180（報告者）
60（報告者以外）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

180（報告者）
60（報告者以外）

テキスト第１章　その５　（内政干渉）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、内政干渉や人道的介入、「対テロ
戦争」等について考察し理解を深める。

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。
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180（報告者）
60（報告者以外）

第11回

第12回

第13回

中間討論

テキスト第１章の内容をふり返る。第１章から導かれる発展的問題、およびまたは、第２章に関連したアクチュアルな問題等に
関して討論を行う。

【予習】テキスト第１章を総括し、事前に告知された予習課題あるいは議題に関して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト第２章　まえがき、その１　（共和制）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、民主主義やデモクラティック・
ピース論等について考察し理解を深める。

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト第２章　その２　（自由な国家の連合）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、国民国家体制、国際連盟や国際連
合、地域統合等について考察し理解を深める。

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

60〜90

第10回

180（報告者）
60（報告者以外）

テキスト第２章　その３　（世界市民法と友好の条件）

テキストの該当部分を講読する。カントがこの文章を執筆した時代的背景を考えると同時に、出入国管理、国籍やシティズン
シップと外国人の権利、西洋と非西洋の関係、世界市民主義等について考察し理解を深める。

60〜120

60〜120

第15回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章や翻訳についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキス
トから導かれる発展的テーマについての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題ま
たは議題を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

180（報告者）
60（報告者以外）

総括討論（１）

テキスト第２章の内容をふり返り、同章から導かれる発展的問題に関して討論を行う。第１章やその他読み切れなかった部分を
含めたテキスト全体のふり返りも、授業の進捗状況に応じて開始する。

【予習】テキスト後半部分（および、進捗状況によってはテキスト全体）を総括し、事前に告知された
予習課題あるいは議題に関して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。
期末レポートの執筆も、この時期やその前後に行うことが望ましい。

総括討論（２）

テキスト全体の内容を総括し、そこから導かれる問題に関して討論を行う。１学期間のゼミ活動のふり返りを行う。

【予習】テキスト全体を総括し、事前に告知された予習課題あるいは議題に関して予習を行う。期末レ
ポートを執筆する。
【復習】報告や討論の内容をふり返り、ゼミでの学習で達成できたことや反省点をまとめ、今後の学習
に生かしていく。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　テキストの内容、および毎回のテーマに関連する応用的調査研究の報告と、それに対する討論を中心とした演習形式で行う。
　調査研究と報告は、２名〜数名のグループで実施する予定である。グループワークにあたっては、仲間と早めに相談し、協力して準備を
行うこと。準備開始時には、調査テーマや議題の設定等に関して、事前に教員と相談することを推奨する。
　報告者以外の者も、テキストや事前課題の予習を自主的かつ積極的に行うことを求める。
　テキストへの理解を深めるため、学期前半には導入的講義や補足的資料等の講読を交える。このほか必要に応じ、補足的な資料講読や調
査などを交える可能性もある。

成績評価の方法
　平常点（報告、討論への参加、各種提出物等）：80％
　授業内レポート：20％
をめやすに、総合的に評価する。
　報告者以外の者も全員が、毎回ある程度の分量の文献を読み、論点や疑問点を整理してくることが出席の条件となる。自主的に調べ、発
言し、授業に積極的に参加する受講者、協力して充実した研究を行ったグループの受講者には、平常点においてプラスの評価を与える。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　インターネットの利用を含めたコンピュータの基本操作を身につけていることが望ましい。世界史や政治経済、倫理等の基礎知識が要求
されるが、高校で選択していなくても自分なりに勉強する意欲があれば受講を歓迎する。
　受講者には、積極的に本を読み、メディア報道やインターネット情報等に注意を向けるなどして、授業の関連トピックについてアンテナ
を張ることを求める。
　先修科目：「基礎演習」
　関連科目：「国際関係論」「平和学」等。

テキスト
　イマヌエル・カント（池内紀訳）『永遠平和のために』集英社、2015年。
　カント（宇都宮芳明訳）『永遠平和のために』岩波文庫、1985年。
いずれのテキストも、初回授業までに各自で用意しておくこと。
　他に使用する文献は、開講時および授業中に指定する。

参考書
　カント（中山元訳）『永遠平和のために／啓蒙とは何か 他３編』光文社古典新訳文庫、2006年。
　小和田恆・山影進『国際関係論』放送大学教育振興会、2002年。
　加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』朝日出版社、2009年。（2016年出版の新潮文庫版も可）
　小牧治『カント』（Century Books 人と思想）清水書院、2000年。
　村田晃司・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学をつかむ』有斐閣、2009年。
　このほか、授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。簡単な自己紹介の準備をしておく。
【復習】
テキストを用意し、概要を確認しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

テーマ・概要
この授業では、国際文化学科が扱う学問領域のうち、「歴史・地域文化研究」に関連するテーマを考えながら、大学での学修活動、とくに
演習形式の授業で求められる学術的技能の習得をめざす。はじめに、共通のテキストを読み進めながら、情報収集、報告（プレゼンテー
ション）、討論（ディスカッション）の練習を重ねる。次に、各自でテーマを選定し、授業内で報告する。最後に、この授業での学修成果
を報告書（レポート）にまとめてもらう。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、下記の点を到達目標とす
る。
・学術的なプレゼンテーションやディスカッションの経験を積む。
・レポートの作成作業を通して、学術的な文章を作成するために必要な基礎的技法を習得する。
・歴史学研究の最新の動向と成果に触れることで、知見と視野を広げる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ｂ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

プレゼンテーションとディスカッションの練習

60

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

第9回 プレゼンテーションとディスカッションの練習

第7回

第8回

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

プレゼンテーションとディスカッションの練習

60

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

プレゼンテーションとディスカッションの練習

【予習】
テキストの該当部分を熟読し、要点や疑問点を明らかにしておく。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

第10回

60

レポート作成の準備

60

60

第15回

【予習】
レポートで取り上げるテーマを選び、準備を進める。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

60

レポート作成の準備

【予習】
レポートで取り上げるテーマを選び、準備を進める。
【復習】
今後の授業で留意すべき点を整理しておく。

授業の総括と確認

【予習・復習】
授業を通して得た技能・知見・考え方のなかで、今後の各自の学修活動に活かせるものを見きわめる。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
・演習形式でおこなう。前半はグループ報告、後半は個別報告で進める。
・毎回、担当者（または担当グループ）を決めてプレゼンテーションをおこない、その後、関連するディスカッションをおこなう
・報告者（報告グループ）は、報告後に報告内容と今後の展望をまとめた事後レポートを提出する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（30％）、授業内報告（30％）、課題レポート（40％）。
・授業への取り組みについては、ディスカッションでの発言の回数や内容も評価の判断材料とする。
・プレゼンテーション・ディスカッション・課題レポートでは、体裁や形式についても評価の判断材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
共通テキストには歴史学に関する文献を用いるが、当面は手持ちの日本史・世界史の知識だけで十分。

テキスト
・木畑洋一『20世紀の歴史』〈岩波新書〉（岩波書店、2014年）

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

概説：国民国家と島嶼地域
・演習の進め方を説明する。
・事例研究の対象であるハワイについて、その概要を学　修する。

【予習・復習】　指定テキストのプロローグを、よく読んでおくこと。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本人移民とハワイ　—　（１）労働者としての官約移民
・日本人移民の歴史について、映像もみながら学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第1章の２と３を、よく読んでおくこと。 60

世界史の中のハワイ　—　欧米・日本・ハワイ
・高校で使用している「世界史」の教科書の一部と比較しながら、指定テキストの特徴を理解する。

【予習・復習】　指定テキストの第1章の１を、よく読んでおくこと。 60

テーマ・概要
　日本で海外渡航が自由化された1964年以降、ピーク時の97年には、日本を出国した人の約13パーセントに相当する221万人余りが訪れた
場所—それが本演習の対象とするハワイである。2000年代の訪問者数は年間100万人程度に減少したとはいえ、現在でもハワイは「定番」の
海外旅行先といえるだろう。
　本演習では、ハワイの歴史を概観したうえで、歴史的に重要な出来事（たとえば、合衆国によるハワイ併合や第二次世界大戦など）につ
いて、誰によって何が語られたのか、あるいは語られなかったのかを主に日系移民や先住民といった複数の視点を踏まえて検討する。これ
らの事例研究を通じて、最終的には、国民国家主体の歴史観を相対化することを目指す。
  なお、本演習では、上記のテーマに基づき、コラムの作成とともに、説得力のあるディスカッション、プレゼンテーションをするトレー
ニングも行う。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の４点を到達目標とする。
①　500字程度の文章を、形式的・内容的に過不足なく書くことができる。
②　事前に準備したレジュメに基づいて、説得力あるプレゼンテーションを行うことができる。
③　ハワイの歴史に関する事例研究を通じて、歴史叙述における「視点」の多様性を理解し、説明できる。
④　主に社会史・文化史的観点から、ハワイの歴史と文化の特質を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ｃ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期

- 1038 -



第4回

第5回

第6回

日本人移民とハワイ　—　（２）　日本人移民の生活
・日本人移民の歴史について、映像もみながら学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第1章の4を、よく読んでおくこと。 60

小括　—　文書・映像資料に基づくグループワーク
・映画を題材として、日本人移民社会の内部の多様性や性差について理解する。

60

【予習・復習】　指定テキストの第3章の１と２を、よく読んでおくこと。 60

第9回 小括　—　文書・映像資料に基づくグループワーク
・映画を題材として、ハワイ先住民と合衆国によるハワイ併合について学修する。とくに、歴史叙述における視点の違いとはな
にかを理解する。

第7回

第8回

【予習・復習】　指定テキストの第1章を、もう一度よく読んでおくこと。

ハワイ先住民にとっての「故郷」　—　（1）日・米・ハワイ関係史
・ハワイ先住民の視点を踏まえつつ、ハワイの歴史について学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第4章の1・2を、よく読んでおくこと。 60

ハワイ先住民にとっての「故郷」　—　(2) ハワイ王朝の歴史
・ハワイ先住民の視点を踏まえつつ、ハワイの歴史について学修する。

60

【予習・復習】　指定テキストの第4章の2を、よく読んでおくこと。 60

ハワイ先住民にとっての「故郷」　—　（3）ハワイ先住民と観光業
・ハワイ先住民の視点を踏まえつつ、ハワイの歴史について学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第4章の３を、よく読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

第二次大戦とハワイ　—　（１）パールハーバーと日米開戦
・「パールハーバー」をめぐる歴史的経験や解釈の違いについて、学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第2章の１を、よく読んでおくこと。

第二次大戦とハワイ　—　（２）パールハーバーの「記憶」の継承と変容
・「パールハーバー」をめぐる歴史的記憶をめぐる論争について、その意義を把握する。

【予習・復習】　指定テキストの第2章の2と3を、よく読んでおくこと。

小括　—　文書・映像資料に基づくグループワーク
・「パールハーバー」をめぐる戦争観の違いについて、映像史料に基づいて分析する。

【予習・復習】　指定テキストの第2章の4を、よく読んでおくこと。

60

第10回

60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

60

60

第15回

【予習・復習】　グループのメンバーが作成したレジュメを、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。
また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

【予習・復習】　グループのメンバーが作成したレジュメを、よく読んでおくこと。

プレゼンテーションのレヴュー
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

【予習・復習】　指定テキストの第3章を、よく読んでおくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　演習形式で行う。テキストの精読については、事前に担当者を決める形で行う。文書・映像史料分析については、ペアワーク・グループ
ワーク、あるいはクラス全体に対するプレゼンテーションの形で行う。クラスメートに迷惑をかけるので、遅刻は厳禁。

成績評価の方法
　授業中の発言と事前あるいは授業中に課す簡単な課題＝本セミナーの平常点として換算（60％）、レジュメに基づく要約とコメント
（20％）、プレゼンテーション（20％）による総合評価とする。さらに授業中の発言や質問、ペアワークやグループワークでの積極的な貢
献に対しては、10％を上限として加算することがある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に以下の点について、その到達度により評価する。
・ハワイの歴史に関する基礎的な歴史知識を修得しているか。
・現代史の大きな流れの中にハワイの歴史を位置づけ、その歴史的意義を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　高校卒業レベルの世界史の基礎知識は必要であるが、未履修者はテキスト・参考書を事前に熟読して基礎知識の習得に努めること。

テキスト
矢口祐人『ハワイの歴史と文化—悲劇と誇りのモザイクの中で』中公新書、2002年。
　ISBN:　4-12-101644-0

参考書
ロナルド・タカキ『パウ・ハナ—ハワイ移民の社会史』刀水書房、1986年。
ハウナニ＝ケイ・トラスク『大地にしがみつけ—ハワイ先住民女性の訴え』春風社、2002年。
矢口祐人・中山京子・森茂岳雄『真珠湾を語る—歴史・記憶・教育』東京大学出版会、2011年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

研究の方法：各自の問題関心

テーマに関連する新聞記事を読む。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「Ⅵ 帝国の溶解と現代のイギリス」を読み、議論する。

研究の方法：各自のテーマを決めるための資料収集

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

「Ⅵ 帝国の溶解と現代のイギリス」を読み、議論する。

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

テーマ・概要
２年生以降の学修に向けて、歴史的な物の見方を身につける。
この演習では、イギリス近現代史を取り上げる。テキストはあえて、時代の新しい方から読み進める。

DP６（文化現象の総合的理解）、DP7(問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8(他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、以下を到達目標とする。
①テキストを読み、さらに新聞や他の文献を調べ、自分の意見を持ち、それを発表する力をつける。
②「イギリスの歴史と文化」についての基本的な知識を身につける。
③「イギリスの歴史と文化」をさまざまな地域やさまざまな時代のコンテクストの中で複眼的に分析できる力をつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ｄ

竹内　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「VI ２つの世界大戦」を読み、議論する。

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

「VI ２つの世界大戦」を読み、議論する。

60
報告者は180

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

第9回 「IV 大英帝国の時代」を読み、議論する

第7回

第8回

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

研究の方法；ロジカル・ライティングの復習＆レポートの書き方

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

「IV 大英帝国の時代」を読み、議論する

60
報告者は180

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60

「IV 大英帝国の時代」を読み、議論する

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。
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60
報告者は180

第11回

第12回

第13回

授業と関連する映画を各自が見て、それについて発表する。

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

「「長い18世紀」のイギリス」を読み、議論する

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

「Ⅲ 「長い18世紀のイギリス」を読み、議論する。

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

60
報告者は180

第10回

60
報告者は180

「II ステュアート王朝の時代」を読み、議論する

60

60

第15回

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

120

「II ステュアート王朝の時代」「I 古代〜近世のイギリス」を読み、議論する

テキストを読み、関連する新聞記事を読む。
報告者はレジュメを用意する。

まとめ

授業全体の振り返り。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
①学生の報告と議論が中心。
②適宜、スタディ・スキルについての話をする。

成績評価の方法
学期末レポート(50％）、報告・グループワーク（20％）、授業中の発言など（10％）、適宜課す宿題（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
君塚直隆編著『よくわかる　イギリス近現代史」ミネルヴァ書房

参考書
授業中に紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「顔合わせと興味分野の確認」
1 受講生と教員の自己紹介
2 受講生が興味のある分野の確認

シラバスで授業方針を確認 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「ゼミで扱う材料の提示」
1 複数の資料を教員が提示 2 テーマ選択についての討論
3 第1回個人レポートテーマの決定

決まった分野の中で具体的テーマを考える 60

「セミで扱う分野の決定」
1 ゼミで扱いたい分野の申告と相談
2 学期中にゼミで扱う分野の決定

自分がゼミで扱いたい分野を考える
他の受講生を説得する材料の準備

60

テーマ・概要
フレッシャーズ・セミナーに続き、大学における学修を効果的に進めることができるための基礎的技術を高めるゼミを行います。ゼミで扱
うテーマは受講生と教員の相談で決めますが、対象の大枠は教員がプランを提示します。教員が扱うことのできる学問分野である「人類
学」「文学を含む文化論」「開発学」「身体技法」からいくつかの分野を選んでゼミにおける学修対象とします。

大学においての学修においては、自らの意思で授業を組み立てる自主的（アクティブ）な姿勢が大事です。ゼミのやり方やテーマの選び方
についても受講生の意思をできるだけ尊重し、アクティブ・ラーニングの実をあげ、大学において勉強に取り組む姿勢を確率することをめ
ざします。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ｅ

木村　秀雄

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「レポート（タイプ１）の書き方の指導」
1 プロポーザル・ペーパーの書き方の解説
2 社会科学タイプのレポートの解説

個人レポート作成準備 60

「レポートの提出と読み合い」
1 他の受講生のレポートを読み、コメントを作成
2 レポートのテーマについての解説

90

第3回レポートテーマを考える 60

第9回 「レポートの返却と第2回レポートテーマの決定」
1 レポートの返却とコメント
2 第3回レポートテーマについての討論と決定

第7回

第8回

個人レポートを作成

「レポートの返却と第2回レポートテーマの決定」
1 レポートの返却とコメント
2 第2回レポートテーマについての討論と決定

第2回レポートテーマを考える 60

「レポート（タイプ２）の書き方の指導」
1 フィールドワークのやり方の解説
2 人類学タイプのレポートの解説

90

個人レポート作成準備 60

「レポートの提出と読み合い2]
1 他の受講生のレポートを読み、コメントを作成
2 レポートのテーマについての解説

個人レポートを作成
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90

第11回

第12回

第13回

「レポート（タイプ3）の書き方の指導」
1 小説の読み方の解説
2 文学タイプのレポートの解説

個人レポート作成準備

「レポートの提出と読み合い2]
1 他の受講生のレポートを読み、コメントを作成
2 レポートのテーマについての解説

個人レポートを作成

「レポートの返却とグループ・プレゼンテーマの決定」
1 レポートの返却とコメント
2 グループ・プレゼンテーマについての討論と決定

グループ・プレゼンテーマを考える

60

第10回

60

「プレゼン作法についての解説と作業」
1 プレゼンに関する基本的作法の解説
2 プレゼン技術に関する解説

90

60

第15回

グループ・プレゼン準備 60

「グループ作業」
1 提出物の説明
2 プレゼンに向けた共同作業

グループ・プレゼン準備

「グループ・プレゼン」
1 グループごとのプレゼン実施
2 パワーポインント・スライドと原稿の提出

グループ・プレゼン作成

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
学生間・学生教員間の討議、レポートの提出・相互読み合い・相互コメント・教員のコメント、分野やテーマに関する教員の解説、グルー
プ・プレゼン作成作業・実施を組み合わせる。

成績評価の方法
ゼミへの積極的参加度、レポート・プレゼンの内容を総合的に評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
とくに定めない

参考書
ゼミの中で適宜指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献講読①

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

自己紹介プレゼンテーション

【予習】自己紹介の準備をする。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

テーマ・概要
この授業では、日本を中心とする東アジア近現代史の基礎的知識を身につけるとともに、大学生に必要とされる文献読解能力、プレゼン
テーションやディスカッション、レポートの書き方といったアカデミック・スキルズの習得を目指す。具体的には、最初に全員で共通文献
の輪読を行う。次に各自が設定したテーマについて、個別に報告してもらう。最終的には、報告の際に受けた批判や改善点を踏まえたうえ
で、レポートを提出することが求められる。

DP1(教養の修得）、2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、下記の
点を到達目標とする
・日本を中心とする東アジア近現代史の基礎的知識を身につける。
・課題文献の輪読を通して、基礎的読解能力を養う。
・大学生に必要とされるアカデミック・スキルズを習得する。
・一定水準の内容を備えた2000字程度のレポートが作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習Ｉ ｆ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文献講読②

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

文献講読③

60

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

60

第9回 個人報告②

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

文献講読④

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

文献講読⑤

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

個人報告①

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

個人報告③

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

個人報告④

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

個人報告⑤

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

60

第10回

60

個人報告⑥

60

60

第15回

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

60

個人報告⑦

【予習】報告内容について下調べする。
【復習】報告や討論の内容を振り返りながら、要点を整理する。

レポート指導

【予習】参考文献や配布資料などに目を通す。
【復習】授業の要点を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・演習形式で進める。
・前半の輪読に関しては、毎回全員が400字程度のコメントを用意すること。
・後半の報告に関しては、事前に報告担当者を決め、毎回の授業でプレゼンテーションをおこなってもらう。
・報告内容を発展させるかたちで、期末レポートを作成してもらう。

成績評価の方法
平常点（報告内容、討論への参加状況）50％
期末レポート50％
次の点に着目して、その達成度により評価する。
・日本を中心とする東アジア近現代史に関する基礎的知識を習得できたか。
・課題文献の論旨を的確に把握し、独自の分析を行えたか。
・アカデミック・スキルズを習得できたか。
・自らが設定したテーマについて的確に分析し、他者に伝わるように表現できたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
初回授業時に指示する。

参考書
川村陶子監修『レポート・論文の書き方』（旺文社、2015年）　
その他については、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・グループ分けを行う。
・指定テキストの特徴を理解する。

テキストの指定箇所を、よく読んでおくこと。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映画の起源　—　文化史的考察（その２）
・映像資料の活用方法について、理解する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画の起源　—　文化史的考察（その１）
・映像資料の活用方法について、理解する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

テーマ・概要
　ハリウッド―映画が好きな人はもちろんのこと、映画を一年に一度くらいしか観ないという人も、この言葉を聞いたことがない人はほと
んどいないだろう。しかし、ハリウッドひいてはアメリカの映画産業の歴史について、史実を踏まえて説明できる人は、それほど多くない
のではないだろうか。
　本演習では、合衆国のポピュラーカルチャーの歴史という文脈に即して、主にハリウッド映画における「人種」表象の変遷を考察するこ
とを課題とする。最初に、合衆国における映画産業の発展を通史的に概観する。続いて、主にハリウッド映画を題材として、映画における
人種・エスニシティの表象がどのように変化してきたのかを理解し、その今日的意味は何かを探求する。
　なお、本演習では、上記のテーマに基づき、コラムの作成とともに、説得力のあるディスカッション、プレゼンテーションをするトレー
ニングも行う。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。
①　700〜1000字程度の文章を、形式的・内容的に過不足なく書くことができる。
②　 映像資料・文字史料を批判的に分析し、説得力あるプレゼンテーションを行うことができる。
③　合衆国におけるポピュラーカルチャーの歴史に関する基礎知識を修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ａ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

事例研究（グループワーク）
・文書や映像史料から得た情報を、簡潔にまとめる方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

ハリウッド前史　—　文化史的考察（その１）
・ハリウッド前史について、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

60

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

第9回 大衆文化と映画
・古典的ハリウッド映画について、指定テキストに基づき分析する。

第7回

第8回

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

ハリウッド前史　—　文化史的考察（その２）
・ハリウッド前史について、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画のなかのアフリカ系アメリカ人—　1910年代
・古典的ハリウッド映画を事例として、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

60

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画なかのアフリカ系アメリカ人—　1930年代
・古典的ハリウッド映画を事例として、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

創られる先住民像　—　社会史的考察（その１）
・ハリウッド映画を題材として、先住民に対するイメージがどのように変化してきたのかを理解する。
・映像史料の分析方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

創られる先住民像　—　社会史的考察（その２）
・ハリウッド映画を題材として、先住民に対するイメージがどのように変化してきたのかを理解する。
・映像資料の分析方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

事例研究（グループワーク） 
・ハリウッド映画を題材として、先住民イメージの生成過程とその今日的意義について分析する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

60

第10回

60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

60

60

第15回

グループのメンバーが作成したレジュメを、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

グループのメンバーが作成したレジュメを、よく読んでおくこと。

プレゼンテーションのレヴュー
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　演習形式で行う。テキストの精読については、事前に担当者を決める形で行う。文書・映像史料分析については、ペアワーク・グループ
ワーク、あるいはクラス全体に対するプレゼンテーションの形で行う。クラスメートに迷惑をかけるので、遅刻は厳禁。

成績評価の方法
　授業中の発言と事前あるいは授業中に課す課題＝本演習の平常点として換算（60％）、レジュメに基づく要約とコメント（20％）、プレ
ゼンテーション（20％）による総合評価とする。さらに授業中の発言や質問、ペアワークやグループワークでの積極的な貢献に対しては、
10％を上限として加算することがある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に以下の点について、その到達度により評価する。
・合衆国における娯楽産業の歴史に関する基礎的な歴史知識を修得しているか。
・アメリカ社会史全体の流れのなかに映画産業を位置づけ、その歴史的意義を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　高校卒業レベルの世界史の基礎知識は必要であるが、未履修者はテキスト・参考書を事前に熟読して基礎知識の習得に努めること。

テキスト
北野圭介『新版　ハリウッド100年史講義―夢の工場から夢の王国へ―』平凡社新書、2017年。
※本演習では、主に前半（序章、第Ｉ部）を扱う。
※2017年に出版された＜新版＞を使用する。購入する際、ISBNを必ず確認すること。
ISBN-10: 458285849X
ISBN-13: 978-4582858495

参考書
阿部珠理編『アメリカ先住民を知るための62章』明石書店、2016年。
鎌田遵『ネイティブ・アメリカン―先住民社会の現在』岩波新書、2009年。
Calloway, Colin G. First Peoples: A Documentary Survey of American Indian History, 4th ed.
New York: Bedford/St. Martins's: 2012.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・グループ分けを行う。
・指定テキストの特徴を理解する。

テキストの指定箇所をよく読んでおくこと。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映画の起源　—　文化史的考察（その２）
・映像資料の活用方法について、理解する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画の起源　—　文化史的考察（その１）
・映像資料の活用方法について、理解する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

テーマ・概要
　ハリウッド―映画が好きな人はもちろんのこと、映画を一年に一度くらいしか観ないという人も、この言葉を聞いたことがない人はほと
んどいないだろう。しかし、ハリウッドひいてはアメリカの映画産業の歴史について、史実を踏まえて説明できる人は、それほど多くない
のではないだろうか。
　本演習では、合衆国のポピュラーカルチャーの歴史という文脈に即して、主にハリウッド映画における「人種」表象の変遷を考察するこ
とを課題とする。最初に、合衆国における映画産業の発展を通史的に概観する。続いて、主にハリウッド映画を題材として、映画における
人種・エスニシティの表象がどのように変化してきたのかを理解し、その今日的意味は何かを探求する。
　なお、本演習では、上記のテーマに基づき、コラムの作成とともに、説得力のあるディスカッション、プレゼンテーションをするトレー
ニングも行う。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。
①　700〜1000字程度の文章を、形式的・内容的に過不足なく書くことができる。
②　事前に準備したレジュメに基づいて、説得力あるプレゼンテーションを行うことができる。
③　合衆国におけるポピュラーカルチャーの歴史に関する基礎知識を修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ａ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事例研究（グループワーク）
・文書や映像史料から得た情報を、簡潔にまとめる方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

ハリウッド前史　—　文化史的考察（その１）
・ハリウッド前史について、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

60

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

第9回 大衆文化と映画
・古典的ハリウッド映画について、指定テキストに基づき分析する。

第7回

第8回

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

ハリウッド前史　—　文化史的考察（その２）
・ハリウッド前史について、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画の中のアフリカ系アメリカ人（その１）
・古典的ハリウッド映画を事例として、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

60

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

映画の中のアフリカ系アメリカ人（その２）
・古典的ハリウッド映画を事例として、指定テキストに基づきディスカッションを行う。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

創られる先住民像　（その１）　
・ハリウッド映画を題材として、先住民に対するイメージがどのように変化してきたのかを理解する。
・映像史料の分析方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

創られる先住民像　（その２）　
・ハリウッド映画を題材として、先住民に対するイメージがどのように変化してきたのかを理解する。
・映像史料の分析方法を学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

事例研究（グループワーク） 
・ハリウッド映画を題材として、先住民イメージの生成過程とその今日的意義について分析する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

60

第10回

60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

60

60

第15回

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。 60

プレゼンテーション
・レジュメに基づき、発表する。また、プレゼンテーションに関連した質疑応答を行う。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

プレゼンテーションのレヴュー
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

テキストの指定箇所を、よく読んで自分の言葉でまとめておくこと。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　演習形式で行う。テキストの精読については、事前に担当者を決める形で行う。文書・映像史料分析については、ペアワーク・グループ
ワーク、あるいはクラス全体に対するプレゼンテーションの形で行う。クラスメートに迷惑をかけるので、遅刻は厳禁。

成績評価の方法
　授業中の発言と事前あるいは授業中に課す簡単な課題＝本セミナーの平常点として換算（60％）、レジュメに基づく要約とコメント
（20％）、プレゼンテーション（20％）による総合評価とする。さらに授業中の発言や質問、ペアワークやグループワークでの積極的な貢
献に対しては、10％を上限として加算することがある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
主に以下の点について、その到達度により評価する。
・合衆国における娯楽産業の歴史に関する基礎的な歴史知識を修得しているか。
・アメリカ社会史全体の流れのなかに映画産業を位置づけ、その歴史的意義を理解しているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　高校卒業レベルの世界史の基礎知識は必要であるが、未履修者はテキスト・参考書を事前に熟読して基礎知識の習得に努めること。

テキスト
北野圭介『新版　ハリウッド100年史講義―夢の工場から夢の王国へ―』平凡社新書、2017年。
※本演習では、主に前半（序章、第Ｉ部）を扱う。
※2017年に出版された＜新版＞を使用する。購入時に、ISBNを必ず確認すること。ISBN-10: 458285849X
ISBN-13: 978-4582858495

参考書
阿部珠理編『アメリカ先住民を知るための62章』明石書店、2016年。
鎌田遵『ネイティブ・アメリカン―先住民社会の現在』岩波新書、2009年。
Calloway, Colin G. First Peoples: A Documentary Survey of American Indian History, 4th ed.
New York: Bedford/St. Martins's: 2012.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス（※具体的な発表のテーマや授業の進め方などを説明する。）

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　21世紀の平和の課題

【概要】
　私たちはどのような世界に生きているのだろうか？
　経済の相互依存に加え、交通網の発達とインターネットの普及により、諸国民の交流は盛んになった。22世紀の到来を感じさせるような
技術革新を目にする機会も増えた。しかし、その一方で、所得の格差は拡大し、テロや暴力行為は後を絶たない。各地で頻発する武力紛
争、過激主義の広がり、既存の国家の崩壊、戦争のIT化やサイバー空間での争いなど、数々の問題やリスクが顕在する。米国の力の低下と
中国の台頭に伴い世界的なパワーバランスが変化する中、世界は「混迷の時代」を経験している。
　この授業ではそうした複雑な現代の世界を「平和の課題」というキーワードで読み解いていく。

（なお、以下の授業計画は変更することもある。）

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・ゼミ発表や議論を通じて基礎的な学習技術を習得する。
・授業で扱うテーマについて幅広い視野を持ち、自身の意見を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ｂ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表①

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 発表④

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

90

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表③

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑤

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

発表⑦

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

まとめ

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−レポート：初回の授業で指定する数冊の本を読み、「21世紀の平和の課題」についてレポートを執筆する（3,000字程度）。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、レポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス（※具体的な発表のテーマや授業の進め方などを説明する。）

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　21世紀の平和の課題

【概要】
　私たちはどのような世界に生きているのだろうか？
　経済の相互依存に加え、交通網の発達とインターネットの普及により、諸国民の交流は盛んになった。22世紀の到来を感じさせるような
技術革新を目にする機会も増えた。しかし、その一方で、所得の格差は拡大し、テロや暴力行為は後を絶たない。各地で頻発する武力紛
争、過激主義の広がり、既存の国家の崩壊、戦争のIT化やサイバー空間での争いなど、数々の問題やリスクが顕在する。米国の力の低下と
中国の台頭に伴い世界的なパワーバランスが変化する中、世界は「混迷の時代」を経験している。
　この授業ではそうした複雑な現代の世界を「平和の課題」というキーワードで読み解いていく。

（なお、以下の授業計画は変更することもある。）

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・ゼミ発表や議論を通じて基礎的な学習技術を習得する。
・授業で扱うテーマについて幅広い視野を持ち、自身の意見を述べることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ｂ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表①

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 発表④

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

90

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表③

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑤

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

発表⑦

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

まとめ

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−レポート：初回の授業で指定する数冊の本を読み、「21世紀の平和の課題」についてレポートを執筆する（3,000字程度）。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、レポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
初回の授業で指示する。

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入部
授業の進め方についての説明
レジュメの書き方についての説明
各自の関心の紹介。発表担当のグループ分け。

事前に文化人類学の入門書等を読んでおいて下さい。 0分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

映画『ポバティ・インクーあなたの寄付の不都合な真実』
開発援助について多様な視点から考える。

開発援助について調べる。
映画をもとに小レポート作成。

60分

テーマ・概要
グローバル化が進む現代の世界において、異文化理解や異文化間のコミュニケーションはますます重要性になっています。また、人の移動
が活発化するなか、個人にとって生まれた場所、国籍、現在の居住地が必ずしも一致しなくなっています。私たちはどのように異文化を理
解し、共存していくことができるのでしょうか？そもそも異文化を理解するとはどのようなことでしょうか？ある人類学者は私たちは文化
というレンズを通して世界をみていると指摘しています。異文化理解は、「他者」の存在に気づき、自らが「あたりまえ」ととらえている
ことや「常識」と考えていることに疑問を呈すことからはじまります。本演習は上記の問いに取り組みます。演習では文献を読むととも
に、映画をみることを通じて考察を深めていきます。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とする。
多様な文化、多様な価値観の存在に気づく。
グローバリゼーションについての理解を深める。
自ら課題を発見し、取り組む力をつける。
情報を鵜呑みにせず、考え、判断する力をつける。メディア・リティラシーを高める。
文献を調べたり、情報収集をし、分析する力をつける。クリティカル・シンキングの力をつける。
ディベート及びプレゼンテーション力をつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ｃ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意し、発表方法についても十分準備しておく。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

映画『彼らが本気で編むときは、』
ジェンダーの多様性、ＬＧＢＴ

60分

移民、移住について調べる。 60分

第9回 映画『未定』
移民、移住

第7回

第8回

ジェンダー、ＬＧＢＴについて調べる。

映画『彼らが本気で編むときは、』
映画をもとにディスカッション

映画をもとに小レポート作成。 60分

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

90分

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。
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90分

第11回

第12回

第13回

映画『未定』
映画をもとにディスカッション。

映画をもとに小レポート作成。

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

60分

第10回

90分

映画『未定』
異文化理解、衝突、共生。

０分

60分

第15回

異文化理解、共生について調べる。 60分

映画『未定』
映画をもとにディスカッション。

映画をもとに小レポート作成。

まとめ

学期末レポート作成。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
演習形式です。発表のためにグループ作業をします。発表にはパワーポイントも使用できます。
映画をみた後の小レポートは授業中に書くか、翌週提出します（A4用紙１枚程度）。映画をみる際は、初回を除き基本的に２回の授業で１
本をみてその後ディスカッションをします。

成績評価の方法
ゼミへの貢献度（プレゼンテーション、ディスカッションなど。）５０％
レポート　５０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
文化人類学の基本的考え方、方法論を知る。
異文化理解、異文化間コミュニケーションへの理解を深めた。
グローバル化という現象への理解を深めた。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
文化人類学の入門書を読んでおいて下さい。
文化人類学関係の科目を受講しておくか、並行して受講することが望ましいです。（文化人類学、社会人類学、民族誌論、フィールドワー
ク論、開発の人類学、エスニック・スタディーズ、文化人類学特講、社会人類学特講）
語学力をつけるとより可能性が広がります。

テキスト
『社会的包摂/排除の人類学：開発・難民・福祉』内藤直樹・山北輝裕編　昭和堂　2014年

参考書
『ようこそ文化人類学へ: 異文化をフィールドワークする君たちへ』川口幸大　昭和堂　2017年
『はじめて学ぶ文化人類学:人物・古典・名著からの誘い』岸上伸啓 ミネルヴァ書房　2018年
『詳論 文化人類学：基本と最新のトピックを深く学ぶ』桑山敬己 ・ 綾部真雄編 2018年
『人類文化の現在:人類学研究 』内堀基光・山本真鳥編　放送大学教育振興会　2016年
『異文化の学びかた・描きかた―なぜ、どのように研究するのか』住原 則也 ・芹沢 知広 ・ 箭内 匡　世界思想社　2001年（付録のレ
ポートの書き方が役立ちます）
『文化人類学事典』　日本文化人類学会編　丸善　2009年
上級として
『グローバル化する＜正義＞の人類学ー国際社会における法形成とローカリティ』細谷広美・佐藤義明編　昭和堂　2019年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入部
授業の進め方についての説明
レジュメの書き方についての説明
各自の関心の紹介。発表担当のグループ分け。

事前に文化人類学の入門書等を読んでおいて下さい。 0分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

映画『ポバティ・インクーあなたの寄付の不都合な真実』
開発援助について多様な視点から考える。

開発援助について調べる。
映画をもとに小レポート作成。

60分

テーマ・概要
グローバル化が進む現代の世界において、異文化理解や異文化間のコミュニケーションはますます重要性になっています。また、人の移動
が活発化するなか、個人にとって生まれた場所、国籍、現在の居住地が必ずしも一致しなくなっています。私たちはどのように異文化を理
解し、共存していくことができるのでしょうか？そもそも異文化を理解するとはどのようなことでしょうか？ある人類学者は私たちは文化
というレンズを通して世界をみていると指摘しています。異文化理解は、「他者」の存在に気づき、自らが「あたりまえ」ととらえている
ことや「常識」と考えていることに疑問を呈すことからはじまります。本演習は上記の問いに取り組みます。演習では文献を読むととも
に、映画をみることを通じて考察を深めていきます。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とする。
多様な文化、多様な価値観の存在に気づく。
グローバリゼーションについての理解を深める。
自ら課題を発見し、取り組む力をつける。
情報を鵜呑みにせず、考え、判断する力をつける。メディア・リティラシーを高める。
文献を調べたり、情報収集をし、分析する力をつける。クリティカル・シンキングの力をつける。
ディベート及びプレゼンテーション力をつける。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ｃ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意し、発表方法についても十分準備しておく。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

映画『彼らが本気で編むときは、』
ジェンダーの多様性、ＬＧＢＴ

60分

移民、移住について調べる。 60分

第9回 映画『未定』
移民、移住

第7回

第8回

ジェンダー、ＬＧＢＴについて調べる。

映画『彼らが本気で編むときは、』
映画をもとにディスカッション

映画をもとに小レポート作成。 60分

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

90分

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

90分

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。
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90分

第11回

第12回

第13回

映画『未定』
映画をもとにディスカッション。

映画をもとに小レポート作成。

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

発表担当者がテキストをもとに発表、質疑応答、ディスカッション。

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

60分

第10回

90分

映画『未定』
異文化理解、衝突、共生。

０分

60分

第15回

異文化理解、共生について調べる。 60分

映画『未定』
映画をもとにディスカッション。

映画をもとに小レポート作成。

まとめ

学期末レポート作成。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
演習形式です。発表のためにグループ作業をします。発表にはパワーポイントも使用できます。
映画をみた後の小レポートは授業中に書くか、翌週提出します（A4用紙１枚程度）。映画をみる際は、初回を除き基本的に２回の授業で１
本をみてその後ディスカッションをします。

成績評価の方法
ゼミへの貢献度（プレゼンテーション、ディスカッションなど。）５０％
レポート　５０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
文化人類学の基本的考え方、方法論を知る。
異文化理解、異文化間コミュニケーションへの理解を深めた。
グローバル化という現象への理解を深めた。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
文化人類学の入門書を読んでおいて下さい。
文化人類学関係の科目を受講しておくか、並行して受講することが望ましいです。（文化人類学、社会人類学、民族誌論、フィールドワー
ク論、開発の人類学、エスニック・スタディーズ、文化人類学特講、社会人類学特講）
語学力をつけるとより可能性が広がります。

テキスト
『社会的包摂/排除の人類学：開発・難民・福祉』内藤直樹・山北輝裕編　昭和堂　2014年

参考書
『ようこそ文化人類学へ: 異文化をフィールドワークする君たちへ』川口幸大　昭和堂　2017年
『はじめて学ぶ文化人類学:人物・古典・名著からの誘い』岸上伸啓 ミネルヴァ書房　2018年
『詳論 文化人類学：基本と最新のトピックを深く学ぶ』桑山敬己 ・ 綾部真雄編 2018年
『人類文化の現在:人類学研究 』内堀基光・山本真鳥編　放送大学教育振興会　2016年
『異文化の学びかた・描きかた―なぜ、どのように研究するのか』住原 則也 ・芹沢 知広 ・ 箭内 匡　世界思想社　2001年（付録のレ
ポートの書き方が役立ちます）
『文化人類学事典』　日本文化人類学会編　丸善　2009年
上級として
『グローバル化する＜正義＞の人類学ー国際社会における法形成とローカリティ』細谷広美・佐藤義明編　昭和堂　2019年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入

シラバスを読んでおく。 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

テキストを読み、その内容について理解する。 60

フランス革命の概要を高校教科書で学ぶ。

配布されたプリントを読んでおく。 60

テーマ・概要
【テーマ】フランス革命と民衆の政治参加
【概要】フランス革命期には、現在とはちがって、政治は個々人の生活において中心的な役割を果たした。政治の領域が劇的に拡大し、だ
れもが国家の政治問題に関して何らかの意見を表明することを期待され、さまざまなかたちで政治に参加したのである。本演習では、概説
書などには名前が出てこない、その意味で無名の人びとの革命期における活動について紹介した文献を読むことをつうじて、フランス革命
期における政治の問題を考えていきたい。また、その作業と並行して、文献の探索の仕方、口頭発表の仕方、レジュメの作り方、レポート
の書き方など、今後の研究や学習にとって必要不可欠な知識や技術も習得できるようにしたい。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の3点を目標とする。
①課題を提起し、その解決のために、調査・分析能力を高める。
②プレゼンテーション能力を身につける。
③フランス革命のプロセスを学び、その意味を考える。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ｄ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

テキストを読み、その内容について理解する。て考える。 60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

60

テキストを読み、その内容について理解する。 60

第9回 史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

第7回

第8回

テキストを読み、その内容について理解する。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

テキストを読み、その内容について理解する。 60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

60

テキストを読み、その内容について理解する。 60

テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

テキストを読み、その内容について理解する。いて考える。
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60

第11回

第12回

第13回

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

テキストを読み、その内容について理解する。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

テキストを読み、その内容について理解する。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

テキストを読み、その内容について理解する。

60

第10回

60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答テキストの輪読とコメント、質疑応答、文献探索の仕方など

120

120

第15回

テキストを読み、その内容について理解する。 60

演習全体をふりかえる

課題にかんしてレポートを書く。

レポートの講評

課題にかんしてレポートを書く。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習参加者が順番にテキストにかんして報告し、それにかんして質疑応答するという形式で演習をすすめる。

成績評価の方法
平常点（６0パーセント）、課題レポート(４０パーセント）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・自分の興味関心に即したテーマに関して一定水準以上の卒論を執筆できる力をつけることができたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
フランス革命期の民衆の政治参加について論じたテキスト（“Voices fraom the Streets in the French Revolution”）を読む。なお、
テキストはプリントして配布する。

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入

シラバスを読んでおく。 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

フランス革命の概要を高校教科書で学ぶ。

配布されたプリントを読んでおく。 60

テーマ・概要
【テーマ】史料からフランス革命を考える
【概要】フランス革命期の重要史料（特に「人権宣言」に関する史料）を読むことを通じて、フランス革命の意味を考える。事前に配布さ
れる史料についての演習参加者の報告とそれにかんする質疑応答を中心に演習をすすめる。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の3点を目標とする。
①課題を提起し、その解決のために、調査・分析能力を高める。
②プレゼンテーション能力を身につける。
③フランス革命のプロセスを学び、その意味を考える。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ｄ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

60

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

第9回 史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

第7回

第8回

配布された史料を読み、その意味について考える。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

60

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。
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60

第11回

第12回

第13回

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

配布された史料を読み、その意味について考える。

60

第10回

60

史料にかんする演習参加者の報告と質疑応答

120

120

第15回

配布された史料を読み、その意味について考える。 60

演習全体をふりかえる

課題にかんしてレポートを書く。

レポートの講評

課題にかんしてレポートを書く。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習参加者が順番に配布史料にかんして報告し、それにかんして質疑応答するという形式で演習をすすめる。

成績評価の方法
平常点（６0パーセント）、課題レポート(４０パーセント）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・自分の興味関心に即したテーマに関して一定水準以上の卒論を執筆できる力をつけることができたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
テキスト（史料）をプリントして配布

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論①

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

プレ報告

【予習】自らの問題関心を整理する。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

テーマ・概要
1941年12月8日、日本海軍による真珠湾攻撃を契機として、日米両国は全面戦争に突入した。日米間の国力の差は明らかであり、誰も対米
戦争に勝利する見通しなど持っていなかった。それにもかかわらず、なぜ日本の政府指導者たちは対米開戦を決断したのか。本演習では、
こうした問題関心に基づきながら、まずは日本が開戦へと踏み切っていった経緯を確認する。また日米間に伏在していた「人種問題」につ
いても検討し、日米両国がそれぞれ「敵」をどのように認識し、いかなる世界観の下で総力戦を戦っていたのかを考察する。本演習を通し
て、日米戦争を、政治・外交・文化・社会・思想といった様々な面から検討したい。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。
・学術書を正確に読解したうえで、適切に批判することができる。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえつつ、自らの意見を積極的に発信することができる。
・適切な一次史料や文献を示しながら、自らの意見を論理的に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ｅ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論②

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論③

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第9回 報告と討論⑦

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論④

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑤

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑥

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑧

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑨

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑩

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第10回

60

報告と討論⑪

60

60

第15回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑫

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

総括と展望

【予習】これまでの報告レジュメを読み直す。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・履修者はテキストの中から自らの問題関心に適した章を選択し、その内容について他の文献や一次史料を用いながら報告を行ってもら
う。
・出席者全員に発言を求めるので、報告を担当していない履修者も事前にテキストを読んでこなければならない。
・報告の際に指摘された批判点や改善点を踏まえ、期末レポートを提出すること。

成績評価の方法
平常点（報告内容、討論への参加状況）50％
期末レポート50％
次の点に着目して、その達成度により評価する。
・学術書を正確に読解したうえで、適切に批判することができたか。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえつつ、自らの意見を積極的に発信することができたか。
・適切な一次史料や文献を示しながら、自らの意見を論理的に説明できたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
波多野澄雄『幕僚たちの真珠湾』（吉川弘文館、2013年）

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論②

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論①

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

テーマ・概要
1941年12月8日、日本海軍による真珠湾攻撃を契機として、日米両国は全面戦争に突入した。日米間の国力の差は明らかであり、誰も対米
戦争に勝利する見通しなど持っていなかった。それにもかかわらず、なぜ日本の政府指導者たちは対米開戦を決断したのか。本演習では、
こうした問題関心に基づきながら、まずは日本が開戦へと踏み切っていった経緯を確認する。また日米間に伏在していた「人種問題」につ
いても検討し、日米両国がそれぞれ「敵」をどのように認識し、いかなる世界観の下で総力戦を戦っていたのかを考察する。本演習を通し
て、日米戦争を、政治・外交・文化・社会・思想といった様々な面から検討したい。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の３点を到達目標とする。
・学術書を正確に読解したうえで、適切に批判することができる。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえつつ、自らの意見を積極的に発信することができる。
・適切な一次史料や文献を示しながら、自らの意見を論理的に説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ｅ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論③

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論④

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第9回 報告と討論⑧

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑤

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑥

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑦

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑨

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑩

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑪

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第10回

60

報告と討論⑫

60

60

第15回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑬

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

総括と展望

【予習】これまでの報告レジュメを読み直す。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・履修者はテキストの中から自らの問題関心に適した章を選択し、その内容について他の文献や一次史料を用いながら報告を行ってもら
う。
・出席者全員に発言を求めるので、報告を担当していない履修者も事前にテキストを読んでこなければならない。
・報告の際に指摘された批判点や改善点を踏まえ、期末レポートを提出すること。

成績評価の方法
平常点（報告内容、討論への参加状況）50％
期末レポート50％
次の点に着目して、その達成度により評価する。
・学術書を正確に読解したうえで、適切に批判することができたか。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえつつ、自らの意見を積極的に発信することができたか。
・適切な一次史料や文献を示しながら、自らの意見を論理的に説明できたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ジョン・W・ダワー（猿谷要監修・斎藤元一訳）『容赦なき戦争』（平凡社、2001年）

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・法を学ぶ意味を考える。

予習：シラバスを読み、授業の概要を理解しておく。
復習：ガイダンスの内容を整理しておく。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

先行研究を読む２
　19世紀末から20世紀初年にかけての中国における西洋近代型法制への転換過程を整理する。

予習：テキスト第二章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく。

60

先行研究を読む１
　中国近代法史の概要を学ぶ。

予習：テキスト第一章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく

60

テーマ・概要
ある時代、ある地域において制定された法には、そこにいかなる秩序が形成されていたのか、或いは形成されようとしていたのかというこ
とが示される。法は、時に、統治者が秩序を維持するための道具となり、時に、統治者の専断を防ぎ、人々を守るという役割を果たす。法
は、統治者の独断で制定されることもあれば、被統治者の要求によって修正・制定されることもある。よって、法を見ることで、ある時
代・地域における秩序のあり方を理解することが可能となる。
このような認識のもと、本演習では、まず、先行研究を参照しながら、近現代中国法をめぐる基本情報を整理する。そのうえで、文献やイ
ンターネットを用いてさらに詳しく調べていくことで、近現代中国における秩序のあり方についての理解を深める。また、その過程で得ら
れた多くの情報を、簡潔かつ論理的な文章にまとめ、他者に対してわかりやすく伝える能力を身につけることを目指す。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達
する能力）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①1000字程度の文章を、論理的に書くことができる。
②様々な情報を整理し、説得力ある発表・議論を行うことができる。
③近現代中国法に関する基礎知識を修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習II ｆ

久保　茉莉子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431103

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

先行研究を読む３
　中華民国期における法整備の過程を理解する。

予習：テキスト第三章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく。

60

先行研究を読む４
　植民地や租界の法制についての基本情報を学ぶ。

60

予習：テキスト第八章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく。

60

第9回 先行研究を読む８
　現代中国の市場経済を支える様々な法について理解を深める。

第7回

第8回

予習：テキスト第四章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく。

先行研究を読む５
　中華人民共和国成立後の法整備について、国内外の情勢変化と結びつけながら理解する。

予習：テキスト第五章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく

60

先行研究を読む６
　現代中国の立憲主義について、現状と課題を整理する

60

予習：テキスト第六章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく

60

先行研究を読む７
　現代中国の司法制度について学ぶ。

予習：テキスト第七章を熟読する。
復習：キーワードを整理しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

課題を設定する１
　テキストの中から興味・関心のある問題を見つけ、必要な文献を調べる。

予習：第9回までに読んできたテキストの内容について再度確認しておく。
復習：文献の所在を調べておく。

課題を設定する２
　先行研究の内容を整理する

予習：調査に必要な文献の所在と概要を調べておく。
復習：必要な先行研究の内容をまとめておく。

課題を設定する３
　先行研究の到達点と課題についてまとめる。

予習：第11回までに得られた情報を整理しておく。
復習：先行研究で得られた情報と自分の考えについてまとめておく。

60

第10回

60

課題を設定する４
　先行研究批判と自らの問題関心についてまとめた文章を書く（1000字程度）。

60

60

第15回

予習：自分の問題関心を整理しておく。
復習：文章を推敲する。

60

発表
　自分の問題関心について発表し、他者と議論する

予習：発表の準備を行う。
復習：発表・議論の内容を整理する。

まとめ
　自己および他者の発表内容や討論について振り返り、成果や改善点などをまとめる

予習：発表・議論の内容を整理しておく。
復習：文献の読解や課題設定について、改善点を整理する。

第14回

- 1096 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
文献講読やインターネットでの情報収集を行いながら、様々な手法で分析する能力を身につける。
　個人およびグループでの情報収集・分析を進め、得られた情報を短い文章にまとめると同時に、パワーポイントなどを用いて口頭発表を
行う。
個人およびグループでの発表後、討論を行い、その成果と課題をまとめる

成績評価の方法
口頭発表（１回：30％）、課題レポート（１回：30％）、授業の参加状況（発言や質問など）（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①様々な手法で情報を収集し、得られた情報にもとづいて論理的な文章を書くことができる。
②複数の専門書を読解し、批判的に分析することができる。
③他者の意見を理解し、議論を行うことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
辞書やインターネットを用いた調査を行うため、基本的な情報収集能力を持っていることが望ましい。

テキスト
髙見澤磨・鈴木賢『中国にとって法とは何か―統治の道具から市民の権利へ』（岩波書店、2010）

参考書
北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・法を学ぶ意味を考える。

予習：シラバスを読み、授業の概要を理解しておく。
復習：ガイダンスの内容を整理しておく。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代の法を調べる２
　興味・関心のある法律について、情報を収集する。

予習：興味・関心のあることについて整理しておく。
復習：情報を収集する。

60

現代の法を調べる１
　問題設定の仕方、情報収集の方法などを修得する。

予習：配布資料を読んでおく。
復習：情報収集の仕方を確認しておく。

60

テーマ・概要
ある時代、ある地域において制定された法には、そこにいかなる秩序が形成されていたのか、或いは形成されようとしていたのかというこ
とが示される。法は、時に、統治者が秩序を維持するための道具となり、時に、統治者の専断を防ぎ、人々を守るという役割を果たす。法
は、統治者の独断で制定されることもあれば、被統治者の要求によって修正・制定されることもある。よって、法を見ることで、ある時
代・地域における秩序のあり方を理解することが可能となる。
このような認識のもと、本演習では、まず、先行研究を参照しながら、近現代中国法をめぐる基本情報を整理する。そのうえで、文献やイ
ンターネットを用いてさらに詳しく調べていくことで、近現代中国における秩序のあり方についての理解を深める。また、その過程で得ら
れた多くの情報を、簡潔かつ論理的な文章にまとめ、他者に対してわかりやすく伝える能力を身につけることを目指す。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達
する能力）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①1000字程度の文章を、論理的に書くことができる。
②文字史料を批判的に分析し、説得力ある発表・議論を行うことができる。
③近現代中国法に関する基礎知識を修得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化基礎演習III ｆ

久保　茉莉子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251431104

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

現代の法を調べる３
　収集した情報をもとに分析し、知り得たこと、感想などを1000字程度の文章にまとめる。

予習：情報を収集する。
復習：文章を推敲する。

60

現代の法を調べる４
　調査結果について発表する。質疑応答も行う

60

予習：工具書を用いて史料を読んでおく。
復習：読解できなかった部分を確認しておく。

60

第9回 史料を読む３
　数人のグループで史料を輪読する。

第7回

第8回

予習：発表の準備をする。
復習：自己および他者の発表内容について反省事項や感想などをまとめておく。

現代の法を調べる５
　自己および他者の発表や質疑応答の内容を振り返り、成果や改善点などについてまとめる。

予習：自己および他者の発表内容について反省事項や感想などをまとめておく。
復習：討論内容を整理する。

60

史料を読む１
　史料を読む意味について考え、読解方法、工具書の利用方法を修得する。

60

予習：配布資料を読んでおく。
復習：工具書の利用方法を確認しておく。

60

史料を読む２
　工具書を用いて共通の史料を輪読する。

予習：工具書を用いて史料を読んでおく。
復習：読解できなかった部分を確認しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

史料を読む４
　史料内の単語や文章の解釈について、補足説明・議論を行う。

予習：いくつかの文献を参照して単語・事項を調べておく。
復習：議論の内容を整理する。

史料を読む５
　史料が作成された時代の政治・経済・社会状況、史料に関連する人物の経歴などを調べる。

予習：参照すべき文献を探し、必要な情報を手元に用意しておく。
復習：得られた情報を整理する。

史料を読む６
　史料に関する情報を分析する。

予習：第11回までに得られた情報を整理しておく。
復習：分析結果をまとめる。

60

第10回

60

史料を読む７
　史料に関する情報を1000字程度の文章にまとめ、発表の準備を行う。

60

60

第15回

予習：分析結果をまとめておく。
復習：文章を推敲する。

60

史料を読む８
　調査結果を発表・議論する。

予習：発表の準備を行う。
復習：発表・議論の内容を整理する。

まとめ
　自己および他者の発表内容や討論について振り返り、成果や改善点などをまとめる。

予習：発表・議論の内容を整理しておく。
復習：史料読解についての成果と改善点を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
文献講読やインターネットでの情報収集を行いながら、様々な手法で分析する能力を身につける。
　個人およびグループでの情報収集・分析を進め、得られた情報を短い文章にまとめると同時に、パワーポイントなどを用いて口頭発表を
行う。
個人およびグループでの発表後、討論を行い、その成果と課題をまとめる。

成績評価の方法
口頭発表（2回：40％）、課題レポート（2回：40％）、授業の参加状況（発言や質問など）（20％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①様々な手法で情報を収集し、得られた情報にもとづいて論理的な文章を書くことができる。
②工具書を用いて文字史料を読解し、批判的に分析することができる。
③他者の意見を理解し、議論を行うことができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期開講の国際文化基礎演習Ⅱfで得られる知識を持っていると課題に取り組みやすい。
辞書やインターネットを用いた調査を行うため、基本的な情報収集能力を持っていることが望ましい。

テキスト
髙見澤磨・鈴木賢『中国にとって法とは何か―統治の道具から市民の権利へ』（岩波書店、2010）

参考書
北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会、2004年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―菓子栞とは

【予習】シラバスを読み返す
【復習】配布プリントの熟読

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題説明・調査方法について

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

講義―菓子栞の種類・テキスト解説

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

テーマ・概要
菓子栞からひもとく日本文化

日本各地には、その地の歴史・伝説にちなんだ名物が多く存在する。その中でも特質すべきは「お菓子」だろう。八つ橋、安倍川餅、きび
だんご…そして、それらの多くには菓子の由来や、菓子開発者の苦労、味へのこだわりなどが書かれた「菓子栞」が添えられ、菓子の美味
しさを引き立てている。この「菓子栞」は、他国ではあまり見られない、日本文化の一つとも言えよう。
 本演習では、菓子栞をてがかりに、菓子にまつわる伝承、土地と菓子のむすびつき、菓子栞自体の製作背景など、様々な角度から考察す
る。
前期は、基本文献の講読を行いつつ、研究方法の基礎を学ぶ。

ＤＰ2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（専門分野の知識・理解）、7（問題発見能力および多角的な分析能力）を実現する
ため、次の3点を到達目標とする。
1）基本的な文献調査・一次資料をよみとくことが出来る
2）聴衆に伝わるプレゼンテーションを行うことが出来る
3）日本文化について多角的に考え、独自の視点から問題設定し、自分の言葉で発信することが出来る

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ａ

兼岡　理恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

課題発表

【予習】課題発表の準備
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

テキスト講読①・学生による報告

60分

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

第9回 テキスト講読⑤・これまでのまとめ

第7回

第8回

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

テキスト講読②・学生による報告

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

テキスト講読③・学生による報告

60分

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

テキスト講読④・学生による報告

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査
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60分

第11回

第12回

第13回

菓子栞ワークショップ①・説明

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

菓子栞ワークショップ②・プレゼン準備

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

菓子栞ワークショップ③・プレゼン準備

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

60分

第10回

60分

菓子栞ワークショップ④・プレゼン準備

60分

60分

第15回

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

60分

菓子栞ワークショップ⑤・プレゼンテーション、投票

【予習】ワークショップ準備
【復習】プレゼンテーションの振り返り

前期のまとめ、夏休みの課題説明

【予習】前期の振り返り
【復習】夏休み課題準備

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表（40％）・課題への取り組み（40％）・授業への積極的参加（20％）の総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
菓子栞を通じて日本文化について考察するとともに、日頃、何気なく見ているモノから何をよみとくか、という視点を研ぎすまそう

テキスト
虎屋文庫編『和菓子を愛した人たち』（山川出版社、2017年）、
兼岡理恵編『「菓子栞」集』』（電子テキスト、改訂版2016年）、その他、適宜プリントを配布。

参考書
授業中に紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

後期ガイダンス・夏休み課題の発表

【予習】夏休み課題発表の準備
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト講読／発表に関する準備

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

講義：菓子栞研究法／テキスト講読

【予習】テキストの熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

テーマ・概要
菓子栞からひもとく日本文化

日本各地には、その地の歴史・伝説にちなんだ名物が多く存在する。その中でも特質すべきは「お菓子」だろう。八つ橋、安倍川餅、きび
だんご…そして、それらの多くには菓子の由来や、菓子開発者の苦労、味へのこだわりなどが書かれた「菓子栞」が添えられ、菓子の美味
しさを引き立てている。この「菓子栞」は、他国ではあまり見られない、日本文化の一つとも言えよう。
 本演習では、菓子栞をてがかりに、菓子にまつわる伝承、土地と菓子のむすびつき、菓子栞自体の製作背景など、様々な角度から考察す
る。
後期は、各自が「菓子栞」に関する任意のテーマを設定、調査・発表・議論を行う。さらに「菓子栞」を作成するワークショップを開催す
る。

ＤＰ2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（専門分野の知識・理解）、7（問題発見能力および多角的な分析能力）を実現する
ため、次の3点を到達目標とする。
1）基本的な文献調査・一次資料をよみとくことが出来る
2）聴衆に伝わるプレゼンテーションを行うことが出来る
3）日本文化について多角的に考え、独自の視点から問題設定し、自分の言葉で発信することが出来る

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ａ

兼岡　理恵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学生による報告①

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

学生による報告②

60分

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

第9回 学生による報告⑥

第7回

第8回

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

学生による報告③

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

学生による報告④

60分

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査

60分

学生による報告⑤

【予習】報告テーマに関する文献熟読
【復習】授業内での議論の確認・疑問点についての調査
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60分

第11回

第12回

第13回

菓子栞ワークショップ①・説明

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

菓子栞ワークショップ②・プレゼン準備

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

菓子栞ワークショップ③・プレゼン準備

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

60分

第10回

60分

菓子栞ワークショップ④・プレゼン準備

60分

60分

第15回

【予習】ワークショップ準備
【復習】授業内での議論・作業の確認

60分

菓子栞ワークショップ⑤・プレゼンテーション・投票

【予習】ワークショップ準備
【復習】プレゼンテーションの振り返り

後期・1年間のまとめ、学期末課題の説明

【予習】後期・1年間の振り返り
【復習】学期末課題の準備

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける

授業の方法
演習形式

成績評価の方法
発表（40％）・課題への取り組み（40％）・授業への積極的参加（20％）の総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
菓子栞を通じて日本文化について考察するとともに、日頃、何気なく見ているモノから何をよみとくか、という視点を研ぎすまそう

テキスト
虎屋文庫編『和菓子を愛した人たち』（山川出版社、2017年）、
兼岡理恵編『「菓子栞」集』』（電子テキスト、改訂版2016年）、その他、適宜プリントを配布。

参考書
授業中に紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

＜全般的注意＞
・当ゼミでは、講読、個人報告、サブゼミ（グループワーク）、卒論研究指導などを同時並行的に行う。シラバスに示した授業
計画や準備学修時間は、主に各回の授業時間で行う活動に関連するものである。詳しい授業計画表は、開講時に配布する。
・シラバスで示した計画は、おおよその目安である。受講者の関心、シラバス作成後に生じた研究状況や現実世界の変化等に応
じて、開講時および開講後に修正を加える可能性がある。

イントロダクション
当ゼミの問題意識、授業の概要等についての説明を行う。
受講者の自己紹介を行い、関心事項や授業への要望を聴取する。
サブゼミのグループ分けを行う。

【予習】テキストを入手し、全体にざっと目を通しておく。
【復習】ゼミ活動の概要を確認し、テキスト講読で報告したいセクションの候補をいくつか選んでお
く。サブゼミグループで、調査研究の相談を開始する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

「はじめに」の講読＋テキストの概要をつかむ
（テキストの著者の人となり、本書の問題関心、出版背景などを理解する）

【予習】テキストの該当箇所を読み、必要に応じ補足的な調査を行い、事前に指定された課題に対する
解答をまとめておく。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

60〜90

第２章「国際関係における文化」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

卒業研究のオリエンテーション

３・４年で行う卒業研究の流れと、今後の作業における主な注意点を解説する。
テキスト講読の担当者を決定する。

【予習】参考書を一読し、卒業研究で行う作業の概要をつかむ。
【復習】授業での配付資料や参考書をおさらいし、卒業研究の作業の流れを確認する。自分の関心テー
マの調査を進める。

60〜90

テーマ・概要
　このゼミでは、「国際関係に文化の視点から取り組む」試みを行う。とくに、
　　　（１）文化の接触と変容、（２）文化の多様性、(3)文化の活用
　　　の諸問題に焦点を当てる。
　前期は、文化触変論の観点から国際関係を考察した国際文化論のテキスト講読を通じ、上記(1)の問題を中心的に検討する。
　これと並行して、論文の作成方法について指導する時間、各人が関心あるテーマについて発表する機会を設け、卒論執筆準備に役立て
る。

　テキスト講読では、国際関係と社会・文化研究の基礎知識と思考枠組みを共有する。
　卒業論文執筆の準備では、年度末までに卒論のテーマと研究の視角・方法を固めることが目標である。
　ゼミ全体を通して、「聞く」「課題を発見する」「情報を収集する」「情報を整理する」「読む」「書く」「分析する」「プレゼンす
る」といった、研究を遂行するための力を総合的に養いたい。また、仲間（学生、教員）との討論や共同作業を通じて、さまざまな異なる
立場をふまえつつ、自分の意見をまとめ、表現できるようになること、そういったプロセスの楽しさを感じられるようになることを目指し
たい。
こうした作業を通じて、DP1（教養の修得）、２（課題の発見）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発信力）を
総合的に実現したい。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｂ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

第３章「文化の変化」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

（報告者）180
（報告者以外）60

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

第７章「抵抗としての文化触変」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

第9回

第10回

第６章「文化触変の結果」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

第7回

第8回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

第４章「文化の接触と変容」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

サブゼミ中間報告

サブゼミのグループ研究の進捗状況を報告し、今後の研究の方向性について互いに助言し合う。

（報告者）180
（報告者以外）60

【予習】グループ研究の進捗状況をプレゼンにまとめる。
【復習】授業で得た助言をもとに、グループ研究を進める。

180

第５章「文化触変への『抵抗』」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。
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（報告者）180
（報告者以外）60

第11回

第12回

第13回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

第８章「文化触変論から見た近代アジア・日本の変化」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

第９章「文化変容と文化交流」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

第10回

授業の方法

（報告者）180
（報告者以外）60

資料調査と情報検索

ゼミや卒業研究において必要となるさまざまな資料とそれらの活用法、高度な検索技術、情報図書館および学外情報源の応用的
な利用法などを修得する。

90〜120

90

第15回

【予習】参考書の該当部分を熟読する。
自分の研究テーマや、サブゼミのテーマに関連して、情報検索や資料収集を行ってみる。そこで生じた
悩みや問題をメモしておく。
【復習】授業の内容をおさらいし、得られた知識やスキルを応用して、個人研究やサブゼミの調査を進
める。

60〜90

第１０章「おわりに」の講読
（テキストの指定箇所について、論点の確認、内容への批判や発展的な討論を行う。テキスト全体のふり返りをする。）

【予習】テキストの該当部分を読むと同時に全体をふり返り、事前に指定された課題についてメモを取
る。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

前期のまとめ

前期のゼミ活動全体のふり返りを行う。
卒業研究の中間報告を行う。

【予習】前期の学習内容全体をさらっておく。進行中の卒業研究の概要（テーマ、問題関心等、項目を
事前に指定）をレジュメにまとめる。
【復習】授業での討論や研究への助言をふり返り、夏休みの研究や後期の学習に備える。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

（１）講読
　テキストの各章を、担当者を決めて報告を受けながら読み進める。報告者は、関連する文献やテーマを調査し、自分なりの論点を加えな
がら発表を行うことが求められる。また、テキストに示された課題についての調査や、著者および報告者が提示した論点についての討論
を、参加者全員で行う。なお、テキスト報告は２名ペアで行うケースもあるが、その場合は一緒に報告をする相手と十分に相談しながら作
業を行うこと。
（２）卒業研究
　テキスト講読と並行して、各人で文献を収集・講読し、関心のある話題などを折々にゼミ仲間の前で発表しながら、自分のテーマを探し
ていく。また、論理構成や資料調査のエクササイズとして、数名でのグループ研究（サブゼミ）を行う。　
(3)その他、必要に応じて、別途補足的資料を読んだり、グループに分かれて調査を行ったりする。

成績評価の方法
　平常点。(A)報告（プレゼンとレジュメ）、(B)討論やグループワークへの参加、(C)提出物、(D)ゼミや卒論準備に取り組む姿勢などを総
合的に評価する。
 評価の基準は(A)40％、(B)30％、(C)30％をめやすとし、(D)については顕著な成果が認められた者に加点を与える。
 毎回の出席は必須。テキストは全員が必ず読み、論点や疑問点を整理してくることが「出席」カウントの条件である。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コンピュータの基本操作、演習系授業の基本的スキル（レジュメの作成、情報の検索と調査、プレゼン等）を身につけておくことが望まし
い。世界史や政治経済、倫理等の基礎知識が要求されるが、高校で選択していなくても自分なりに勉強する意欲があれば受講を歓迎する。
受講者には、積極的に本を読み、メディア報道やインターネット情報等に注意を向けるなどして、文化や国際関係について自分なりのアン
テナを張ることを求める。
先修科目：フレッシャーズ・セミナー、国際文化基礎演習I・Ⅱ・Ⅲ
関連科目：演習Ⅱ・III・IVb

テキスト
平野健一郎『国際文化論』東京大学出版会、2000年。
上記文献を、必要に応じ他の文献を補いつつ読む。
このほか、時間的余裕や履修者の関心に応じて、研究の方法や具体的なテーマに関するテキストを取り上げる可能性がある。

参考書
山田剛史・林創『大学生のためのリサーチ・リテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年。
旺文社編『レポート・論文の書き方』旺文社、2015年。
その他、授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

＜全般的注意＞
・当ゼミでは、講読、個人報告、サブゼミ（グループワーク）、卒論研究指導などを同時並行的に行う。シラバスに示した授業
計画や準備学修時間は、主に各回の授業時間で行う活動に関連するものである。詳しい授業計画表は、開講時に配布する。
・シラバスで示した計画は、おおよその目安である。受講者の関心、シラバス作成後に生じた研究状況や現実世界の変化等に応
じて、開講時および開講後に修正を加える可能性がある。

イントロダクション
（後期ゼミの問題意識、授業の概要等についての説明と相談を行う。
ゼミ生の関心や希望をふまえて講師が用意したテキストをもとに、後期の授業計画をたてる。
卒業研究の進捗を簡単に報告する。）

【予習】授業内容について、自分自身の関心や希望をさらにはっきりさせ、授業計画に備える。
【復習】ゼミ活動の概要を確認し、今後のテキスト報告に備える。サブゼミグループで、調査研究の相
談を開始する。

60〜90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト講読（１）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

ブレインストーミング
導入的な共通テキストを用意する予定である。このテキストを全員で読み、論点について討論する。

【予習】テキストの該当箇所を読み、必要に応じ補足的な調査を行い、事前に指定された課題に対する
解答をまとめておく。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

60〜90

テーマ・概要
　このゼミでは、「国際関係に文化の視点から取り組む」試みを行う。本年度は、
　　　（１）文化の接触と変容、（２）文化の多様性、(3)文化の活用
の諸問題に、とくに焦点を当てる。
　後期は、上記(1)(2)(3)に関連する内容のテキストを、受講者の関心や希望も取り入れつつ選び、講読する。
　これと並行して、論文の作成方法について指導する時間、各人が関心あるテーマについて発表する機会を設け、卒論執筆準備に役立て
る。

　テキスト講読では、国際関係と社会・文化研究の基礎知識と思考枠組みを共有する。
　卒業論文執筆の準備では、年度末までに卒論のテーマと研究の視角・方法を固めることが目標である。
　ゼミ全体を通して、「聞く」「課題を発見する」「情報を収集する」「情報を整理する」「読む」「書く」「分析する」「プレゼンす
る」といった、研究を遂行するための力を総合的に養いたい。また、仲間（学生、教員）との討論や共同作業を通じて、さまざまな異なる
立場をふまえつつ、自分の意見をまとめ、表現できるようになること、そういったプロセスの楽しさを感じられるようになることを目指し
たい。
こうした作業を通じて、DP1（教養の修得）、２（課題の発見）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発信力）を
総合的に実現したい。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｂ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第3回

第4回

第5回

第6回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

テキスト講読（２）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

テキスト講読（３）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

（報告者）180
（報告者以外）60

第9回 テキスト講読（６）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

第7回

第8回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト講読（４）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

テキスト講読（５）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

180

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

サブゼミ中間報告

サブゼミのグループ研究の進捗状況を報告し、今後の研究の方向性について互いに助言し合う。

【予習】グループ研究の進捗状況をプレゼンにまとめる。
【復習】授業で得た助言をもとに、グループ研究を進める。
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（報告者）180
（報告者以外）60

第11回

第12回

第13回

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

テキスト講読（７）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト講読（８）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

テキスト講読（９）
（論点を確認し、内容への批判や発展的な討論を行う。）

【予習】報告者はテキストを要約し、文章についての疑問や気づきをまとめるとともに、テキストで紹
介された事例や用語についての調査研究を行う。ゼミの前までに、他のメンバーに予習課題または議題
を告知する。
他のメンバーは、テキスト概要部分を熟読し、報告者から事前に告知された予習課題あるいは議題に関
して予習を行う。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

（報告者）180
（報告者以外）60

第9回

第10回

（報告者）180
（報告者以外）60

テキストのふり返り
（これまでに読んだテキストの概要をおさらいし、各著者のアプローチの独自性やその問題点について議論する。これまでのゼ
ミで行った自主調査や討論の成果も話し合う。補足文献資料を用いる可能性がある。）

180

第15回

【予習】テキストの全体を総括し、補足文献を読むとともに、必要に応じ補足的な調査を行い、事前に
指定された課題に対する解答をまとめておく。
【復習】報告や討論の内容をふりかえり、残った疑問やさらなる論点があれば次回の授業で提示する。

60〜90

サブゼミ研究報告会
（各グループ20分程度で、これまで行った研究の成果を報告し、その内容についてゼミ全体で討論する。演習IVbの４年生と合同
セッション形式で行う予定。）

【予習】グループ毎にこれまでの研究成果をプレゼンテーションにまとめる。
【復習】報告や討論の内容をふまえて、サブゼミ研究の報告レポートを執筆する。

後期のまとめ
（後期、および一年間のゼミ活動全体のふり返りを行う。
今後の卒業研究の計画を報告する。）

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
（１）講読
　各回分のテキストについて担当者を決め、報告を受けながら読み進める。報告者は、関連する文献やテーマを調査し、自分なりの論点を
加えながら発表を行うことが求められる。また、テキストに示された課題についての調査や、著者および報告者が提示した論点についての
討論を、参加者全員で行う。なお、テキスト報告は２名ペアで行うケースもあるが、その場合は一緒に報告をする相手と十分に相談しなが
ら作業を行うこと。
（２）卒業研究
　テキスト講読と並行して、各人で文献を収集・講読し、関心のある話題などを折々にゼミ仲間の前で発表しながら、自分のテーマを探し
ていく。また、論理構成や資料調査のエクササイズとして、数名でのグループ研究（サブゼミ）を行う。　
(3)その他、必要に応じて、別途補足的資料を読んだり、グループに分かれて調査を行ったりする。

成績評価の方法
　平常点。(A)報告（プレゼンとレジュメ）、(B)討論やグループワークへの参加、(C)提出物、(D)ゼミや卒論準備に取り組む姿勢などを総
合的に評価する。
 評価の基準は(A)40％、(B)30％、(C)30％をめやすとし、(D)については顕著な成果が認められた者に加点を与える。
 毎回の出席は必須。テキストは全員が必ず読み、論点や疑問点を整理してくることが「出席」カウントの条件である。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コンピュータの基本操作、演習系授業の基本的スキル（レジュメの作成、情報の検索と調査、プレゼン等）を身につけておくことが望まし
い。世界史や政治経済、倫理等の基礎知識が要求されるが、高校で選択していなくても自分なりに勉強する意欲があれば受講を歓迎する。
受講者には、積極的に本を読み、メディア報道やインターネット情報等に注意を向けるなどして、文化や国際関係について自分なりのアン
テナを張ることを求める。
先修科目：フレッシャーズ・セミナー、国際文化基礎演習I・Ⅱ・Ⅲ、演習Ⅰｂ
関連科目：演習III・IVb

テキスト
開講時に受講者と相談しながら決定する。

参考書
山田剛史・林創『大学生のためのリサーチ・リテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年。
旺文社編『レポート・論文の書き方』旺文社、2015年。
その他、授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

90〜120

第15回

【予習】一年間の学習内容全体をさらっておく。進行中の卒業研究の概要を計画書にまとめる。
【復習】授業での討論や研究への助言をふり返り、卒業研究を進める。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。授業への抱負を含む自己紹介の準備をしておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

テーマ・概要
【テーマ】アジア・アフリカの歴史と文化
【概要】この授業では、アジアおよびアフリカの歴史と文化、とくにイスラーム地域の歴史と文化を広く世界史のなかに位置づける視点を
身につけることをめざす。この目標を達成するには、一方では各自の〈研究の基軸〉となる地域・テーマ・史料を選定しつつ、他方では
〈比較と連関〉の視座を身につけて視野を広げる必要がある。前期は、各自の興味関心に沿って〈研究の基軸〉を探る作業を進める。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・従来の一国史的（≒縦割り型、閉鎖的）な歴史理解を相対化する。
・グローバル時代を生き抜くために必要な、広やかで奥行きのある歴史的思考力を身につける。
・各自の〈研究の基軸〉を定める。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｃ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

報告と討論

90

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

第9回 報告と討論

第7回

第8回

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

報告と討論

90

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。
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90

第11回

第12回

第13回

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

第10回

90

報告と討論

90

90

第15回

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

90

報告と討論

【予習】
参加者全員が次回の報告内容について基本的な情報を確認し、理解を深めておく。
【復習】
授業を通して、各自の〈研究の基軸〉づくりに活かせるものを見きわめる。

授業の総括と確認

【予習・復習】
授業を通して身につけた技能・知見・考え方のなかで、後期の授業および卒業論文作成に向けて活かせ
るものを見きわめ、〈研究の基軸〉を定める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・毎回、担当者（または担当グループ）を決めて報告をおこない、その後、関連する討論をおこなう。
・報告者（報告グループ）は、報告後に報告内容と今後の展望をまとめた事後レポートを提出する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（30％）、授業内報告（30％）、課題レポート（40％）。
・授業への取り組みについては、討論での発言内容も評価の判断材料とする。
・課題レポートでは、〈研究の基軸〉についての展望が明確に描けているかどうかを評価の判断基準とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・関連科目①：「アジアの歴史と文化Ａ」では、アジア・アフリカ史の一環をなすオスマン帝国の歴史を扱う。
・関連科目②：「アジアの歴史と文化Ｂ」では、現代アジア史の一環をなすトルコ共和国の歴史を扱う。
・関連科目③：「文化交流史」では、トルコ系諸民族（テュルク）から見たユーラシア世界史を扱う。
・関連科目④：成蹊教養カリキュラム「歴史トピックス（中東地域史の諸問題）」では、アジア・アフリカ史の一環をなす中東地域史の諸
問題を扱う。

テキスト
参加者と相談のうえ選定する。

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。（夏休みの学修状況を含む）今後の研究の方向性を報告する準備をしておく。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

テーマ・概要
【テーマ】アジア・アフリカの歴史と文化
【概要】この授業では、アジアおよびアフリカの歴史と文化、とくにイスラーム地域の歴史と文化を広く世界史のなかに位置づける視点を
身につけることをめざす。この目標を達成するには、一方では各自の〈研究の基軸〉となる地域・テーマ・史料を選定しつつ、他方では
〈比較と連関〉の視座を身につけて視野を広げる必要がある。後期は、卒業論文作成の準備を視野に入れて、各自の〈研究の基軸〉を掘り
下げ、〈比較と連関〉の視座から議論を深める。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・従来の一国史的（≒縦割り型、閉鎖的）な歴史理解を相対化する。
・グローバル時代を生き抜くために必要な、広やかで奥行きのある歴史的思考力を身につける。
・〈比較と連関〉の視座から〈研究の基軸〉についての理解を深める。
・卒業論文執筆に向けての方向性を定める。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｃ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

120

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

第9回 報告と討論

第7回

第8回

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

120

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。
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120

第11回

第12回

第13回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

第10回

120

報告と討論

120

120

第15回

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する学修・研究を進める。
【復習】
授業を通して、〈比較と連関〉の視座から各自の研究に活かせるものを見きわめる。

授業の総括と確認

【予習・復習】
授業を通して身につけた技能・知見・考え方のなかで、次年度の卒業論文作成に向けて活かせるものを
見きわめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・毎回、担当者（または担当グループ）を決めて報告をおこない、その後、関連する討論をおこなう。
・報告者（報告グループ）は、報告後に報告内容と今後の展望をまとめた事後レポートを提出する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（30％）、授業内報告（30％）、課題レポート（40％）。
・授業への取り組みについては、討論での発言内容も評価の判断材料とする。
・課題レポートでは、〈比較と連関〉の視点から〈研究の基軸〉についての理解が深まっているかどうかを評価の判断基準とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・関連科目①：「アジアの歴史と文化Ａ」では、アジア・アフリカ史の一環をなすオスマン帝国の歴史を扱う。
・関連科目②：「アジアの歴史と文化Ｂ」では、現代アジア史の一環をなすトルコ共和国の歴史を扱う。
・関連科目③：「文化交流史」では、トルコ系諸民族（テュルク）から見たユーラシア世界史を扱う。
・関連科目④：成蹊教養カリキュラム「中東地域史の諸問題」では、アジア・アフリカ史の一環をなす中東地域史の諸問題を扱う。

テキスト
参加者と相談のうえ選定する。

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論①

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

プレ報告

【予習】自らの問題関心を整理する。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

テーマ・概要
本演習では、1932年3月1日から45年8月18日のわずか13年5カ月余りの間、中国東北部に存在した「満州国」について検討する。よく知られ
ているように「満州国」は日本の傀儡国家であったが、そもそも関東軍が「満州国」を建国したのは何故か。また「満州国」ではどのよう
な政治体制や社会制度が採用され、「国民」はどのような生活を送っていたのか。このような問いを念頭に置きながら、履修者とともに課
題文献を読み進めていきたい。

演習での課題や討論を通して、ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総
合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）の実現を目指すべく、以下３点を到達目標とする。
・学術的文献を正確に読解したうえで、適切に批判することができる。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえたうえで、自らの意見を積極的に発信することができる。
・一次史料を示したうえで、自らの意見を論理的に説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｄ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論②

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論③

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第9回 報告と討論⑦

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論④

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑤

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑥

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑧

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑨

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑩

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第10回

60

報告と討論⑪

60

60

第15回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑫

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑬

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・テキストの輪読が中心となる。
・報告者は担当箇所を要約したうえで、疑問に思ったことや興味を持ったことについて報告する。
・報告に際しては語句や人名については辞典類を使って調べること、一次史料を一点以上用いて論点を提起することを要求する。
・出席者全員に発言を求めるので、報告を担当していない履修者も事前にテキストを読んでくること。

成績評価の方法
平常点（討論への参加状況など）50％
報告内容50％
次の点に着目して、その達成度により評価する。
・学術的文献を正確に読解したうえで、適切に批判することができたか。
・他者の意見との類似点や相違点を踏まえたうえで、自らの意見を積極的に発信することができたか。
・一次史料を示したうえで、自らの意見を論理的に説明することができたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
山室信一『キメラー満洲国の肖像（増補版）』（中央公論新社、2004年）

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論②

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論①

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

テーマ・概要
本演習では、歴史研究に必須とされる史料読解を通して、日本を中心とする東アジア近現代史研究の基礎的手法を学ぶ。履修者は4年次に
卒業論文を執筆することを念頭に入れて、研究報告を行う。一次史料を用いてさえいれば、報告テーマは各自が自由に設定して構わない。
各自の問題関心に基づきながらも、独創的かつ実証的な研究に仕上がるよう指導する。

演習での課題や討論を通して、ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総
合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）の実現を目指すべく、以下３点を到達目標とする。
・必要な文献や史資料を収集し、有効に活用することができる。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができる。
・先行研究を的確に批判しつつ、自らの意見を論理的に説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｄ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論③

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論④

60

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

第9回 報告と討論⑧

第7回

第8回

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑤

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑥

60

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑦

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

- 1131 -



60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑨

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑩

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑪

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

第10回

60

報告と討論⑫

60

60

第15回

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑬

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

総括と展望

【予習】これまでの報告レジュメを読み直す。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・履修者には計2回の報告を要求する。
・第1回目の報告では、自ら関心を持っているテーマに関する先行研究や史料の状況について報告してもらう。
・第2回目の報告では、第1回目報告時の質疑応答や教員の助言を踏まえたうえで、より詳しい報告を行ってもらう。
・2回目の報告に際して、報告者は報告の１週間前までに予告レジュメを作成しなければならない。
・報告を担当していない履修者は予告レジュメに目を通したうえで、質問事項を考えてくること。

成績評価の方法
平常点（討論への参加状況など）50％
報告内容50％
次の点に着目して、その達成度により評価する。
・必要な文献や史資料を収集し、有効に活用することができたか。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができたか。
・先行研究を的確に批判しつつ、自らの意見を論理的に説明することができたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
指定しない。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
①授業内容と方針、進め方の確認
②自己紹介―各自の研究テーマについて
③発表担当者の決定、その他

各自の興味関心、研究テーマを考える 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

テーマ・概要
現代を相対化するという歴史学の役割のひとつを、イギリス史を多面的に研究する中で学びます。並行して、次年度の卒業論文執筆に向け
「研究の方法」を学びつつ、各自のテーマを少しずつ深めます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、ＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正
確に伝達する能力）を実現するため、次の５点を到達目標とする。
①イギリスの歴史と文化に関する知識を身につける。
②歴史的な物の見方が出来るようになる。
③研究の方法を身につける。
④研究の方法を実践し、自分の研究をまとめ、口頭および文章で表現出来るようになる。
⑤参加者相互で建設的な議論を構築出来るようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｅ

田村　俊行

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

60（発表者は180）

配布した論文、書評各1本を読んでくる。
なお、各自で作成した文献リストをもとに、個人面談をおこない書評する文献を決める（昼休みな
ど）。

180

第9回 論文の書き方、書評の書き方

第7回

第8回

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』を読み、議論する

120

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

図書館オリエンテーション

授業までに、自分の研究テーマにかんするキーワードをまとめてくる。
授業後に、各自で文献リストを作成する。
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60（発表者は180）

第11回

第12回

第13回

『女性の権利を擁護する』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

『女性の権利を擁護する』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

『女性の権利を擁護する』を読み、議論する

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

第10回

60（発表者は180）

『女性の権利を擁護する』を読み、議論する

120

120

第15回

課題テキストをよく読み、内容を理解する。発表者は、テキストのほかに関連文献も読んだうえで、発
表時に配布するレジュメを作成する。

60（発表者は180）

書評のアウトラインの発表

研究テーマにかんする書評のアウトラインを説明するレジュメを用意する。

書評のアウトラインの発表

研究テーマにかんする書評のアウトラインを説明するレジュメを用意する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
①報告者がテキストの担当部分について発表し、その発表内容にもとづき履修者全体で議論する。
②「研究の方法」については、講義と参加型アクティヴィティの組合せ。
③適宜、映像資料も利用する。

成績評価の方法
①担当部分のレジュメおよび口頭発表の内容（35％）
②レポートや課題（35％）
③全体議論での発言など授業参加への積極的態度（30％）
以上を目安に総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「イギリスの歴史と文化Ａ・Ｂ」「イギリス文化・文化史特講Ａ・Ｂ」などの履修が望ましい。

テキスト
清水知子『文化と暴力　揺曳するユニオンジャック』（月曜社、2013年）
梅垣千尋『女性の権利を擁護する』（現代書館、2011年）

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

夏休みの宿題（卒論に向けて）の発表

報告者は報告準備。
それ以外の学生は、宿題に基づき、さらに自分の研究を進める。

報告者は120
それ以外の学生は６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『サフラジェット』を読み議論する。

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

報告者は120
それ以外の学生は６０

夏休みの宿題（卒論に向けて）の発表

報告者は報告準備。
それ以外の学生は、宿題に基づき、さらに自分の研究を進める。

報告者は120
それ以外の学生は６０

テーマ・概要
現代を相対化するという、歴史学の役割のひとつを、イギリス史を多面的に研究する中で学びます。並行して、次年度の卒業論文執筆に向
け、「研究の方法」を学びつつ、各自のテーマを少しずつ深めます。

DP6(文化現象の総合力理解）、DP7(問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に伝達する能
力）を実現するため、次の5点を到達目標とする。

①イギリスの歴史と文化に関する知識を身につける。
②歴史的な物の見方が出来るようになる。
③研究の方法を身につける。
④研究の方法を実践し、自分の研究をまとめ、口頭および文章で表現出来るようになる。
⑤参加者相互で建設的な議論を構築出来るようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｅ

竹内　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『サフラジェット』を読み議論する。

. 報告者は120
それ以外の学生は６０

『サフラジェット』を読み議論する。

報告者は120
それ以外の学生は６０

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

報告者は180
それ以外の学生は６０

第9回 『サフラジェット』を読み議論する

第7回

第8回

報告者は報告準備。
それ以外の学生は、宿題に基づき、さらに自分の研究を進める。

『サフラジェット』を読み議論する。

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

報告者は180
それ以外の学生は６０

『サフラジェット』を読み議論する。

報告者は180
それ以外の学生は６０

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

報告者は180
それ以外の学生は６０

『サフラジェット』を読み議論する

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。
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60

第11回

第12回

第13回

映画『未来を花束にして』を鑑賞する。

テキストを読み返す。

映画『未来を花束にして』の続きを鑑賞し、テキストと結びつけて議論をする。

テキストを読み返し、映画との関連を考える。

研究の方法①
卒論作成に必要なスタディ・スキルを学ぶ

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

60

第10回

報告者は180
それ以外の学生は６０

研究の方法②
卒論作成に必要なスタディ・スキルを学ぶ

60

120

第15回

報告者はレジュメを作成し、報告の準備をする。
それ以外の学生はテキストを読み、質問やコメントをまとめる。

報告者は180
それ以外の学生は６０

卒論合評会（４年生と合同。４年生の卒論の報告会）

４年生の卒論を１本読み、コメンテータとしてコメントを考える。

全体のまとめ

全体の復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
①報告者がテキストの担当部分について報告し、その報告に基づき議論する。
②「研究の方法」については、講義と参加型アクティビティの組み合わせ。
③適宜、映像資料も利用する。

成績評価の方法
①担当部分のレジュメ、口頭報告の内容（35％）、②適宜課す、レポート課題（35％）。③授業中の発言、積極的参加の態度（30％）を目
安に総合的に判断する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「イギリスの歴史と文化AB」「イギリス文化・文化史特講AB」などの履修が望ましい。

テキスト
中村久司『サフラジェットー英国女性参政権運動の肖像とシルビア・パンクハースト』（大月書店）

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション　—　演習の目的と課題について
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・グループ分けを行う。

【予習・復習】　シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

個人的な関心から研究テーマへ　—　アカデミック・スキルの基本
・自分の関心あるテーマについて、グループでディスカッションを行う。

【予習・復習】　演習時に、事前に配布した資料をよく読んでおくこと。 60

4年次に提出する卒論について　—　課題の内容
・卒業論文で課されている形式的、内容的な課題について、理解する。

【予習・復習】　卒業論文の執筆要綱（詳しくは、演習時に説明する）を、事前によく読んでおくこ
と。

60

テーマ・概要
　この演習の目的は、主に以下の二点である。
・テキストの精読とディスカッション：　多文化・多民族国家アメリカ合衆国における文化的多様性と国民統合について、複数のテーマを
設定して理解を深める。具体的には、奴隷制の遺産、エスニックアイデンティティと国民意識の形成等について、その歴史的意義と現代社
会における遺産について検討する。基本的な史実を確認した後、複数の当事者による同一テーマについて書かれた史料を比較・対比する作
業を行なう。この作業を通じて、当事者たちの主張の類似点と相違点を見極め、少数者（マイノリティ）であっても一枚岩ではないことを
理解する。そして、人々が抱える葛藤や願望へも留意しながら、私たちが現在生活をしている日本を含む現代社会との比較や歴史的意義に
ついて検討する。
・論文執筆計画と研究報告：　４年次に提出する卒業論文の執筆にむけて、文献の検索方法、研究計画書の書き方とスケジュール作成、
テーマ設定などについて、基本的なスキルを身につけるためのトレーニングを随時行う。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の４点を到達目標とする。
①　的確に情報を収集、分析することができる。
②　事前に準備したレジュメに基づき、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
③　主に、アメリカ社会史・文化史に関する基本的問題を理解し、説明することができる。
④　指定されたフォーマットに従い、論理的な文章を書くことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｆ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

事例研究 — アメリカ社会史・文化史の基礎知識（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究 — アメリカ社会史・文化史の基礎知識（その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

第9回 事例研究　—　大衆文化と「人種」・エスニシティ　（その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

第7回

第8回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

事例研究　—　アメリカ社会史・文化史の基礎知識（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク　—　テーマ設定のための作業　
・グループに分かれて、ブレーンストーミングと質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究　—　大衆文化と「人種」・エスニシティ（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

事例研究　—　大衆文化と「人種」・エスニシティ（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

グループワーク　—　論理的な文章とは？文章作成のコツ
・グループに分かれて、文書を作成し、互いに講評する。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

60

第10回

60

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

60

第15回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

全体のまとめ
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

【予習】　プレゼンテーション全般のレヴューを各自しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　大きく分けて以下の二つの作業を行なう。
・テキストの精読とディスカッション：　原則として、指定テキストに沿って進める。加えて、関連する一次史料・二次史料の精読も随時
行う。分からないところがあってもかまわないが、まずは自力で事前に読んでおくことが求められる。
・論文執筆計画と研究報告：　最初に、アメリカ社会史・文化史の主要なトピックについての先行研究を確認する。次に、各自の研究テー
マについて、テーマ設定の仕方、学術論文の基本的なルール、研究計画書（＝３年次の末に提出）の書き方、口頭での研究発表の仕方など
のトレーニングを行なう。

成績評価の方法
平常点＝ディスカッションへの参加と貢献（50％）、口頭発表（20％）、書評や研究計画書を含むレポート（30％）による総合評価。ほぼ
毎回、全員にごく簡単な課題（たとえば翌週扱う予定の史料の読解やそれに関する質問など）を課す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ合衆国のみならず、自国や諸外国の歴史・文化に関連する講義を積極的に受講することが望ましい。なおこの演習では英語の文献
も扱うので、日々英語の勉強を欠かさないこと。

テキスト
開講時に、受講者と相談のうえ決定する。また、この演習では、適宜、配布資料の形で英語の文献も使用する。

参考書
＜参考書＞　
以下の文献のほか、必要に応じて適宜紹介する。
・笹田直人・堀真理子・外岡尚美編『概説　アメリカ文化史』ミネルヴァ書房、2002年。
・網野徹哉、橋川健竜編『南北アメリカの歴史』放送大学教育振興会、2014年。
・和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年。
＜卒論、レジュメ、レポートで使用するフォーマット等について＞　
卒論執筆時に使用するフォーマットは、アメリカ史・アメリカ研究で一般的に用いられているシカゴ方式に準じること。その他、下記の文
献も適宜参照のこと。
・白井利明・高橋一郎『よくわかる　卒論の書き方　第2版』ミネルヴァ書房、2014年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション　—　演習の目的と課題について
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・グループ分けを行う。

【予習・復習】　シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

個人的な関心から研究テーマへ　—　アカデミック・スキルの基本
・自分の関心あるテーマについて、グループでディスカッションを行う。

【予習・復習】　演習時に、事前に配布した資料をよく読んでおくこと。 60

4年次に提出する卒論について　—　課題の内容
・卒業論文で課されている形式的、内容的な課題について、理解する。

【予習・復習】　卒業論文の執筆要綱（詳しくは、演習時に説明する）を、事前によく読んでおくこ
と。

60

テーマ・概要
　この演習の目的は、主に以下の二点である。
・テキストの精読とディスカッション：　この演習では、多文化・多民族国家アメリカ合衆国における文化的多様性と国民統合というテー
マについて検討する。引き続き、奴隷制の遺産、エスニックアイデンティティと国民意識の形成に関する具体的なトピックを取り上げ、そ
の歴史的意義と現代社会における遺産について理解を深める。基本的な史実を確認した後、複数の当事者による同一のテーマについて書か
れた史料を比較・対比する作業を行なう。この作業を通じて、私たちが現在生活をしている日本を含む現代社会との比較を行うことで、
「現在」を相対化する。
・論文執筆計画と研究報告：　４年次に提出する卒業論文の執筆にむけて、文献の検索方法、研究計画書の書き方とスケジュール作成、
テーマ設定などについて、基本的なスキルを身につけるためのトレーニングを随時行う。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の４点を到達目標とする。
①　的確に情報を収集、分析することができる。
②　説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
③　主に、アメリカ社会・文化史に関する基本的問題を理解し、説明することができる。
④　指定されたフォーマットに従い、論理的な文章を書くことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｆ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事例研究 — アメリカ合衆国の政治・外交・経済　（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究 — アメリカ合衆国の政治・外交・経済 （その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

第9回 事例研究　—　アメリカ合衆国の社会問題　（その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

第7回

第8回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

事例研究　—　アメリカ合衆国の政治・外交・経済　（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク　—　テーマ設定のための作業　
・グループに分かれて、ブレーンストーミングと質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究　—　アメリカ合衆国の社会問題　（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

事例研究　—　アメリカ合衆国の社会問題　（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

グループワーク　—　論理的な文章とは？文章作成のコツ
・グループに分かれて、文書を作成し、互いに講評する。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その１）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

60

第10回

60

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その２）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

60

第15回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

事例研究　—　アメリカ合衆国の文化・宗教・思想　（その３）
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

全体のまとめ
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

【予習】　プレゼンテーション全般のレヴューを各自しておく。

第14回

- 1148 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　大きく分けて以下の二つの作業を行なう。
・テキストの精読とディスカッション：　原則として、指定テキストに沿って進める。加えて、関連する一次史料・二次史料の精読も随時
行う。分からないところがあってもかまわないが、まずは自力で事前に読んでおくことが求められる。
・論文執筆計画と研究報告：　まず、合衆国に関連したさまざまな分野の基本文献や主なアプローチ方法などを確認する。次に、各自の研
究テーマについて、テーマ設定の仕方、学術論文の基本的なルール、研究計画書（＝３年次の末に提出）の書き方、口頭での研究発表の仕
方などのトレーニングを行なう。

成績評価の方法
　平常点＝ディスカッションへの参加と貢献（50％）、口頭発表（20％）、書評や研究計画書を含むレポート（30％）による総合評価。ほ
ぼ毎回、全員にごく簡単な課題（たとえば翌週扱う予定の史料の読解やそれに関する質問など）を課す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　アメリカ合衆国のみならず、自国や諸外国の歴史・文化に関連する講義を積極的に受講することが望ましい。なおこの演習では英語の文
献も扱うので、日々英語の勉強を欠かさないこと。

テキスト
　開講時に、受講者と相談のうえ決定する。なおこの演習では、適宜、配布資料の形で英語の文献も使用する。

参考書
＜参考書＞　
以下の文献のほか、必要に応じて適宜紹介する。
・堀内一史『アメリカと宗教　保守化と政治化のゆくえ』中公新書、　2010年。
・笹田直人・堀真理子・外岡尚美編『概説　アメリカ文化史』ミネルヴァ書房、2002年。
・和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年。
＜卒論、レジュメ、レポートで使用するフォーマット等について＞　
卒論執筆時に使用するフォーマットは、アメリカ史・アメリカ研究で一般的に用いられているシカゴ方式に準じること。その他、下記の文
献も適宜参照のこと。
・白井利明・高橋一郎『よくわかる　卒論の書き方　第2版』ミネルヴァ書房、2014年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表①

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　「Gゼロ」世界と向き合う日本 ―混沌とした時代を見据えて

【概要】
　2010年代、世界情勢は不確実性を増している。諸国間のパワーバランスが変化するなかで、さまざまなレベルで対立と緊張が生じてい
る。アメリカの防御的な姿勢やEU内の混乱、ロシアや中国の覇権主義を始め、不透明な国際情勢の要因は事欠かない。イスラム圏やアフリ
カで既存の国家が弱体化し、暴力に浸食される事態も目立つ。朝鮮半島においても核能力とミサイルを保有する北朝鮮が情勢を主導しつつ
ある。
　リーダー不在の「Gゼロ」の状況にあって世界は流動を余儀なくされている。国家といえども決して安泰な存在ではない。国連に多くを
期待できる状況にもない。混沌とした時代に、どのようにして世界の、そして日本の平和と安全を実現するのか―。
　このゼミでは上述の視点に立ちながら、国際政治の潮流を考察するとともに、紛争や政治的緊張の原因、多様な脅威とその対応を学んで
いく。
　夢想的な平和主義に陥ることなく、リアリズムをもって世界と日本の平和を考えていきたい。

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界を巨視的に眺めながら、国際政治を論じることができる。
・日本を客観視できる。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・自分の意見を積極的に述べることができる。
・読解しやすく、説得力のある文章が書ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｇ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 発表⑤

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表③

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表④

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

英文読解

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

まとめ

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−英文読解：事前に渡された英文を日本語に訳し、ゼミで発表する（背景についても調べておく）。
−その他、詳細は授業で説明する。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、3年次レポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際系の科目

テキスト
特になし。

参考書
イアン・ブレマー『「Gゼロ」後の世界 ―主導国なき時代の勝者はだれか』（日本経済新聞出版社、2012年）
　
その他、授業中に指示または推奨する。また新聞・雑誌（英文、和文）などから時々のトピックを取り上げる予定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題図書の報告②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

課題図書の報告①

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　「Gゼロ」世界と向き合う日本 ―混沌とした時代を見据えて

【概要】
　2010年代、世界情勢は不確実性を増している。諸国間のパワーバランスが変化するなかで、さまざまなレベルで対立と緊張が生じてい
る。アメリカの防御的な姿勢やEU内の混乱、ロシアや中国の覇権主義を始め、不透明な国際情勢の要因は事欠かない。イスラム圏やアフリ
カで既存の国家が弱体化し、暴力に浸食される事態も目立つ。朝鮮半島においても核能力とミサイルを保有する北朝鮮が情勢を主導しつつ
ある。
　リーダー不在の「Gゼロ」の状況にあって世界は流動を余儀なくされている。国家といえども決して安泰な存在ではない。国連に多くを
期待できる状況にもない。混沌とした時代に、どのようにして世界の、そして日本の平和と安全を実現するのか―。
　このゼミでは上述の視点に立ちながら、国際政治の潮流を考察するとともに、紛争や政治的緊張の原因、多様な脅威とその対応を学んで
いく。
　夢想的な平和主義に陥ることなく、リアリズムをもって世界と日本の平和を考えていきたい。

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界を巨視的に眺めながら、国際政治を論じることができる。
・日本を客観視できる。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・自分の意見を積極的に述べることができる。
・読解しやすく、説得力のある文章が書ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｇ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表①

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表②

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 映像資料の視聴

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表③

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表④

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑤

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

3年次レポートの報告①

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

3年次レポートの報告②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

まとめ

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−英文読解：事前に渡された英文を日本語に訳し、ゼミで発表する（背景についても調べておく）。
−課題図書の報告：夏休み中に卒論執筆につながるような図書を3冊読んで、その内容を報告する（別途、書評も提出）。
−12月までに3年次レポート（8,000字）を提出する。これを土台に4年次で卒論（学科規定で20,000字）を執筆する（余力があれば、別の
テーマで卒論を書いても構わない）。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、3年次レポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際系の科目

テキスト
特になし

参考書
イアン・ブレマー『「Gゼロ」後の世界 ―主導国なき時代の勝者はだれか』（日本経済新聞出版社、2012年）　

その他、授業中に指示または推奨する。また新聞・雑誌（英文、和文）などから時々のトピックを取り上げる予定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入部
授業の進め方、レジュメの書き方についての説明
発表担当の割当

文化人類学の入門書等を読んでおく。 ０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

映画

映画で扱われた内容の背景について調べる。 60分

テーマ・概要
本演習は文化人類学を専門分野とします。グローバル化が進むなか、国境を越える人、モノ、カネ、情報の動きが活発化しています。これ
により、地球市民社会や地球共同体がイメージされるようになり、環境、紛争、経済格差、ジェンダーなど、グローバルな課題（グローバ
ルイシュー）への取り組みがおこなわれるに至っています。しかし、同時に社会、文化、歴史的背景が異なる人々が接触することで、これ
まで普遍的だと考えられてきた価値や概念に疑問が呈されています。本演習ではグローバル化の進展によって起こる葛藤、異文化間の理
解、共生の試みについて具体的な事例にあたりつつ実践的に考察を深めます。このため、フィールドワークをおこなう可能性もあります。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とする。
フィールドワークを重要な手法としてきた文化人類学の観点から、現場のリアリティと人を視野に入れてグローバルな課題への理解を深め
る。
データ収集能力、分析力を高める。
文献をクリティカルに読む力を培う。
論理的な思考力を高め、それを言葉や文章にできるようにする。
他者への共感力と想像力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｈ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

第9回 文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

第7回

第8回

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。
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120

第11回

第12回

第13回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

第10回

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

120

第15回

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

卒論執筆に向けて各自が卒論のテーマを発表し、ディスカッションをする。

卒業論文でどのようなテーマを扱うか考え、レジュメを作成する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
演習方式です。発表担当者がレジュメを作成して発表をし、それをもとに質疑応答、ディスカッションをします。
テクストは毎回受講生全員が事前にわからない内容を調べながら丁寧に読んできて下さい。
フィールドワークをおこなう場合は、シラバスは流動的になります。

成績評価の方法
ゼミへの貢献度（発表内容、プレゼンテーションの仕方、ディスカッションへの参加など。）５０％
レポート　５０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
文化人類学の基本的考え方、方法論を理解したか。
文献を批判的に読み、分析する力をつけることができたか。
論理的思考ができ、言葉や文章にすることができるか。
他者への共感力、多様な状況への適応力を培うことができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
文化人類学の入門書を読んでおいてください。
外国語文献を読むことができる語学力をつけておくと、より可能性が広がります。
２年生までに人類学関係の講義科目を一通り受講しておくことが望ましいです。

テキスト
初回授業時に決めます。

参考書
授業中適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業論文の内容に関するプレゼンテーションとディスカッション

卒業論文のテーマ、構成をブラッシュアップし、レジュメを作成する。あわせて利用する予定の文献一
覧を作成する。

０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

卒業論文の内容に関するプレゼンテーションとディスカッション

卒業論文のテーマ、構成をブラッシュアップし、レジュメを作成する。あわせて利用する予定の文献一
覧を作成する。

60分

テーマ・概要
本演習は文化人類学を専門分野とします。グローバル化が進むなか、国境を越える人、モノ、カネ、情報の動きが活発化しています。これ
により、地球市民社会や地球共同体がイメージされるようになり、環境、紛争、経済格差、ジェンダーなど、グローバルな課題（グローバ
ルイシュー）への取り組みがおこなわれるに至っています。しかし、同時に社会、文化、歴史的背景が異なる人々が接触することで、これ
まで普遍的だと考えられてきた価値や概念に疑問が呈されています。本演習ではグローバル化の進展によって起こる葛藤、異文化間の理
解、共生の試みについて具体的な事例にあたりつつ実践的に考察を深めます。このため、フィールドワークをおこなう可能性もあります。
また、４年次の卒業論文執筆へとつなげます。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とする。
フィールドワークを重要な手法としてきた文化人類学の観点から、現場のリアリティと人を視野に入れてグローバルな課題への理解を深め
る。
データ収集能力、分析力を高める。
文献をクリティカルに読む力を培う。
論理的な思考力を高め、それを言葉や文章にできるようにする。
他者への共感力と想像力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｈ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

第9回 文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

第7回

第8回

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。
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120

第11回

第12回

第13回

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

第10回

120

文献をもとにレジュメの作成、発表、ディスカッション

120

120

第15回

発表担当者はレジュメを用意する。
全員が事前にテキストを読み、質疑応答、ディスカッションにそなえる。
テキストのわからない部分、疑問点を調べておく。

120

卒論執筆に向けて各自が卒論のテーマを発表し、ディスカッションをする。

卒業論文でどのようなテーマを扱うか考え、レジュメを作成する。

卒論執筆に向けて各自が卒論のテーマを発表し、ディスカッションをする。

卒業論文でどのようなテーマを扱うか考え、レジュメを作成する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
演習方式です。発表担当者がレジュメを作成して発表をし、それをもとに質疑応答、ディスカッションをします。
テクストは毎回受講生全員が事前にわからない内容を調べながら丁寧に読んできて下さい。
フィールドワークをおこなう場合は、シラバスは流動的になります。

成績評価の方法
ゼミへの貢献度（発表内容、プレゼンテーションの仕方、ディスカッションへの参加など。）５０％
レポート　５０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
文化人類学の基本的考え方、方法論を理解したか。
文献を批判的に読み、分析する力をつけることができたか。
論理的思考ができ、言葉や文章にすることができるか。
他者への共感力、多様な状況への適応力を培うことができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
外国語文献を読むことができる語学力をつけておくと、より可能性が広がります。
２年生までに人類学関係の講義科目を一通り受講しておくことが望ましいです。

テキスト
授業時に決めます。

参考書
授業中適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス(１)
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
・資料の探し方を説明する。

[復習]資料の検索方法を理解しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

自己プレゼンテーション(１)
・セルフアピールの練習として、自己紹介をプレゼンテーション形式で行う。

[予習]セルフアピールの準備をしておく。
[復習]他の人のプレゼンテーションを記録して、整理しておく。

60

ガイダンス(２)
・論文やレポートの作成形式を説明する。
・論文の形式マニュアルを配布して説明する。

[復習]実際に例文を書いてみて、論文の形式を確認しておく。 90

テーマ・概要
本演習は社会人類学ゼミである。　文化、社会、民俗、音文化、中東、イスラムなどのキーワードのいずれかに関連したテーマを各自が設
定し、2年間にわたって独自の研究を進める。後期以降の授業では受講者がレジュメを用意して、研究の成果を順番に発表する。その発表
を受けて全員が批判的な討議をし、共同で問題点を明らかにしてゆく。
3年前期の本演習は、上記の計画に向かって、その準備をする。
2年間の本演習を通じて重視するのは、単に情報を収集・整理することだけではなく、いかに問題を明確にし、いかに考え抜くかという思
考力・想像力の鍛錬である。しかもそれを独断を排して他人（他の受講生）との対話を通して実現してゆくことに重きを置く。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の5点を到達目標とする。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｉ

堀内　正樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

自己プレゼンテーション(２)
・セルフアピールの練習として、自己紹介をプレゼンテーション形式で行う。

[予習]セルフアピールの準備をしておく。
[復習]他の人のプレゼンテーションを記録して、整理しておく。

60

ディスカッション(１)
・自分の問題とするテーマを絞り込むために、全員で構想を討議する。

90

[復習]プレゼンテーションの粗稿をパワーポイントで作ってみる。 90

第9回 プレゼンテーション技法(２)
・パワーポイントの使い方を学修する。

第7回

第8回

[予習]自分が何を研究テーマとしたいのか、その構想を練っておく。

ディスカッション(２)
・自分の問題とするテーマを絞り込むために、全員で構想を討議する。

[予習]自分が何を研究テーマとしたいのか、その構想を練っておく。 90

学外実習
・テーマに応じた場所を訪れ、聞き取りなどのフィールドワークを体験する。

60

[予習]訪問する場所に関する情報を集めておく。
[復習]聞き取ったことや撮影したことなどを記録・整理しておく。

120

プレゼンテーション技法(１)
・ワードやエクセル等の使い方を学修する。

[復習]実際に自分のPCを使って確認作業をしておく。
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60

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーション技法(３)
・音声データと映像・画像データの処理方法を学修する。
・アナログデータをデジタルデータに変換する方法を学修する。

[予習・復習]アナログデータを用意して、スキャニングなどの作業を自分なりにやってみる。

学外実習
・資料やデータの実際のプレゼンテーションの様子を知るために、博物館等を訪れる。

[復習]博物館等でどのようにモノやデータが扱われているのかをまとめる。

ディベート（1）
・時事問題を取り上げ、賛否両方のグループに分かれて討論する。
・議論の進め方を学修する。
・論理的に相手方を批判できるようにする。

[予習]できれば海外のインターネットのニュースサイトで最新のニュースを入手し、必要な関連情報を
集めておく。
[復習]相手グループの主張を整理し、問題点がなかったかどうか確認する。

60

第10回

90

ディベート（2）
・別の時事問題を取り上げ、賛否両方のグループに分かれて討論する。
・議論の進め方を学修する。
・論理的に相手方を批判できるようにする。

60

90

第15回

[予習]できれば海外のインターネットのニュースサイトで最新のニュースを入手し、必要な関連情報を
集めておく。
[復習]相手グループの主張を整理し、問題点がなかったかどうか確認する。

90

課題報告
・後期以降、自分がどのように研究テーマを追求してゆくかを一人ずつ報告する。
・報告には入念に準備された報告資料を用いる。

[予習]自分の研究テーマをうまく伝えられるよう、紙媒体ないしデジタル媒体でプレゼンテーションの
準備をする。
[復習]他人が行ったプレゼンテーションを分析し、不備や齟齬がなかったかどうか確認する。

授業の総括
・プレゼンテーション、資料検索、報告書作成等についての不備を自己確認し、改善点を見出す。

[復習]これまでの授業を振り返り、後期の授業に向けて何を準備すべきかを整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　｢授業の計画・内容｣に記したとおりである。毎回１人最低1回は発言をし、全員でそれを批判的に討議する作業を行う。発言者は自らの
問題意識に即してオリジナルな意見を述べる。他人の発言に対しては問題提起的なコメントを必ず返すこと。ゼミの進行は参加者の意向に
応じて柔軟な形にしてゆくつもりである。

成績評価の方法
　レジュメの内容(20%)、討論態度(40%)、プレゼンテーション(20%)、レポート(20%)などによる総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
以下の点に沿って、その達成度に応じて評価する。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
　議論の展開に応じて、授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

研究の中間報告（1）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究の中間報告（3）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の中間報告（2）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

テーマ・概要
本演習は社会人類学ゼミである。　文化、社会、民俗、音文化、中東、イスラムなどのキーワードのいずれかに関連したテーマを各自が設
定し、2年間にわたって独自の研究を進める。
3年後期の本授業では、レジュメを用意して、夏休み中の研究の成果を順番に発表する。その発表を受けて全員が批判的な討議をし、共同
で問題点を明らかにしてゆく。
2年間の本演習を通じて重視するのは、単に情報を収集・整理することだけではなく、いかに問題を発見し、いかに考え抜くかという思考
力・想像力の鍛錬である。しかもそれを独断を排して他人（他の受講生）との対話を通して実現してゆくことに重きを置く。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の5点を到達目標とする。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｉ

堀内　正樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究の中間報告（4）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の中間報告（5）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

60

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

第9回 研究の中間報告（8）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

第7回

第8回

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の中間報告（6）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の中間報告（7）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

120

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

中間総括
・これまでの授業を振り返り、不備だった点や改善点などを話し合う。

[復習]プレゼンテーションやディスカッションの方法を洗い直しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

研究の中間報告（9）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の中間報告（10）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の中間報告（11）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

第10回

60

研究の中間報告（12）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

120

60

第15回

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の中間報告（13）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の中間報告（14）
・毎回1人ずつ自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]これまでの授業を振り返り、次年度の授業に向けて何を準備すべきかを整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　｢授業の計画・内容｣に記したとおりである。発表者を中心に全員でディスカッションをする。参加者は毎回１人最低1回は発言をし、発
言者は自らの問題意識に即してオリジナルな意見を述べる。他人の発言に対しては問題提起的なコメントを必ず返すこと。ゼミの進行は参
加者の意向に応じて柔軟な形にしてゆくつもりである。

成績評価の方法
　レジュメの内容(20%)、討論態度(40%)、プレゼンテーション(20%)、レポート(20%)などによる総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
以下の点に沿って、その達成度に応じて評価する。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
　議論の展開に応じて、授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

フランス革命に関して導入的な講義をおこなう。

シラバスを読み、ゼミの計画・内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 60

テーマ・概要
　【テーマ】フランス革命と民衆
【概要】【概要】このゼミでは、フランス革命における民衆、とくに農民層の独自性を研究史上はじめて明らかにした革命史研究の大家
ジョルジュ・ルフェーヴルの著作をテキストとして読む予定である。いずれの著作も、膨大な史料読解と深い学識を背景としてフランス革
命期の民衆の考え方や感性のあり方を論じたものであり、歴史学とはどのような学問的営為なのかということを教えてくれるものとなって
いる。このゼミでは、ルフェーヴルの著作を読みながら、歴史学の発想や方法を学び、みずから歴史に問いかける姿勢を培ってゆけるよう
にしたい。
　夏合宿以後のゼミでは、過去の卒業論文やなどを読むことを通じて「論文とは何か」を学ぶとともに、ゼミ参加者が関心をもっている
テーマにかんする発表の時間も設けて、卒業論文への橋渡しをめざす。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の４点を目標とする。
①近現代フランスの政治・文化に関する基礎知識を習得する。
②歴史学の発想や方法を学ぶことをめざす。
③みずから歴史に問いかける姿勢を培い、卒論のテーマを絞り込んでゆけるようにする。
④レポートの作成を通じて、明快で正確な文章作成能力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｊ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431105

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

演習参加者による報告と質疑応答

90

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

第9回 演習参加者による報告と質疑応答

第7回

第8回

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

演習参加者による報告と質疑応答

90

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。
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90

第11回

第12回

第13回

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

90

第10回

90

演習参加者による報告と質疑応答

120

90

第15回

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 90

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

まとめ

テキスト全体を読み直し、その評価を提示できるようにしておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
この演習は、テキストを演習参加者が順番に報告する形式で進めてゆく。報告者は、テキスト以外の参考文献も参照しながら、あらかじめ
報告の準備をすること。また参加者には毎回全員に発言してもらうので、テキストを事前に読んで予習しておくこと。

成績評価の方法
平常点（60パーセント）、卒業論文の準備を兼ねてのレポート（40パーセント）による総合評価。ゼミでの発言や質問など、ゼミへの積極
的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39
・近現代フランスの政治・文化に関する基礎知識を習得しているか。
・歴史学の発想や方法を身につけているか。
・みずから歴史に問いかける姿勢がみについているか。
・明快で正確な文章作成能力を身につけているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
ジョルジュ・ルフェーヴル『フランス革命と農民』（未来社）：このテキストはコピーを配布
ジョルジュ・ルフェーヴル『革命的群衆』（岩波文庫）
ジョルジュ・ルフェーヴル『1789年　　フランス革命序論』（岩波書店）

参考書
ゼミ開始後、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 60

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 60

テーマ・概要
このゼミでは、フランス革命における民衆、とくに農民層の独自性を研究史上はじめて明らかにした革命史研究の大家ジョルジュ・ル
フェーヴルの著作をテキストとして読む予定である。いずれの著作も、膨大な史料読解と深い学識を背景としてフランス革命期の民衆の考
え方や感性のあり方を論じたものであり、歴史学とはどのような学問的営為なのかということを教えてくれるものとなっている。このゼミ
では、ルフェーヴルの著作を読みながら、歴史学の発想や方法を学び、みずから歴史に問いかける姿勢を培ってゆけるようにしたい。
　夏合宿以後のゼミでは、過去の卒業論文やなどを読むことを通じて「論文とは何か」を学ぶとともに、ゼミ参加者が関心をもっている
テーマにかんする発表の時間も設けて、卒業論文への橋渡しをめざす。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の４点を目標とする
①近現代フランスの政治・文化に関する基礎知識を習得する。
②歴史学の発想や方法を学ぶことをめざす。
③みずから歴史に問いかける姿勢を培い、卒論のテーマを絞り込んでゆけるようにする。
④レポートの作成を通じて、明快で正確な文章作成能力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｊ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431106

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

演習参加者による報告と質疑応答

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。 60

演習参加者による報告と質疑応答

60

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。 60

第9回 演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

第7回

第8回

テキストの該当部分を読み、問題点を指摘できるようにしておく。

卒業論文執筆の手引き（１）

卒業論文執筆の手引き（１）を読んでおく。 60

卒業論文執筆の手引き（２）

60

卒業論文執筆の手引き（２）を読んでおく。 60

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。
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60

第11回

第12回

第13回

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。

60

第10回

60

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

120

60

第15回

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。 60

演習参加者の独自テーマに関する報告と質疑応答

報告者の報告について自分なりの考えをまとめる。

まとめ

卒論テーマについてのレポートを書く。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　この演習は、テキストを演習参加者が順番に報告する形式で進めてゆく。報告者は、テキスト以外の参考文献も参照しながら、あらかじ
め報告の準備をすること。また参加者には毎回全員に発言してもらうので、テキストを事前に読んで予習しておくこと。夏のゼミ合宿およ
びゼミの後半では、各人が関心をもっているテーマに関する発表の時間を設けて、卒業論文への橋渡しをめざす。

成績評価の方法
平常点（60パーセント）、卒業論文の準備を兼ねてのレポート（40パーセント）による総合評価。ゼミでの発言や質問など、ゼミへの積極
的な参加をプラスに評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39
・近現代フランスの政治・文化に関する基礎知識を習得しているか。
・歴史学の発想や方法を身につけているか。
・みずから歴史に問いかける姿勢が身についているか。
・明快で正確な文章作成能力を身につけているか。
・卒業論文のテーマが絞り込まれたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
ジョルジュ・ルフェーヴル『フランス革命と農民』（未来社）：このテキストはコピーを配布
ジョルジュ・ルフェーヴル『革命的群衆』（岩波文庫）
ジョルジュ・ルフェーヴル『1789年　　フランス革命序論』（岩波書店）

参考書
ゼミ開始後、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンスとテキストの説明

【予習・復習】３年生で学んだことをよく復習しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

テーマ・概要
卒業論文に向けて、ゼミ形式で授業を行ないます。
１回の授業を前半と後半に分けます。
前半は史料を輪読し、一次史料から論点をいかに抽出するか、を学びます。
どの史料を読むのかは、初回に参加者の興味関心を聞いたうえで決めたいと思いますが、歴史学研究会編『日本史史料〈１〉〜〈４〉』岩
波書店、1997〜2006年や総合女性史研究会編『史料にみる日本女性のあゆみ』吉川弘文館、2000などを想定しています。

後半は卒業論文の準備報告をしてもらいます。

DP２（課題の発見と解決）、５（表現力、発信力）、６（専門分野の知識・理解）を実現するため、次のを到達目標とします。
・的確に情報を収集、分析することができる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
・一次史料の読解を通じて、歴史的思考力を身につけられる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ａ

佐藤　雄基

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

60

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

第9回 卒論準備報告と史料読解

第7回

第8回

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

60

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料・論文の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料・論文を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

第10回

60

卒論準備報告と史料読解

60

60

第15回

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

総まとめ

最終レポートの準備。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的にはゼミ形式です。発表者は事前に周到な準備をします。それ以外の学生は、発表者が事前に提示した資料を熟読します。

成績評価の方法
発表（４０％）、レポート（４０％）、および議論における積極的な発言（２０％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・的確に情報を収集できるか。
・説得力のあるプレゼンテーションをできるか。
・一次史料をしっかりと読みこなしているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
授業の最初に相談します。コピーを配布する予定です。

参考書
川村陶子監修『レポート・論文の書き方』旺文社、2015
小笠原喜康『新版　大学生のための論文・レポート術』講談社現代新書、2009
大学の歴史教育を考える会編『わかる・身につく歴史学の学び方』大月書店、 2016

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンスとテキストの説明

【予習・復習】３年生で学んだことをよく復習しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

テーマ・概要
卒業論文に向けて、ゼミ形式で授業を行ないます。
１回の授業を前半と後半に分けます。
前半は史料を輪読し、一次史料から論点をいかに抽出するか、を学びます。
どの史料を読むのかは、初回に参加者の興味関心を聞いたうえで決めたいと思いますが、歴史学研究会編『日本史史料〈１〉〜〈４〉』岩
波書店、1997〜2006年や総合女性史研究会編『史料にみる日本女性のあゆみ』吉川弘文館、2000などを想定しています。

後半は卒業論文の準備報告をしてもらいます。

DP２（課題の発見と解決）、５（表現力、発信力）、６（専門分野の知識・理解）を実現するため、次のを到達目標とします。
・的確に情報を収集、分析することができる。
・説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
・一次史料の読解を通じて、歴史的思考力を身につけられる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ａ

佐藤　雄基

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

60

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

第9回 卒論準備報告と史料読解

第7回

第8回

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

60

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料・論文の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料・論文を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

第10回

60

卒論準備報告と史料読解

60

60

第15回

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

60

卒論準備報告と史料読解

【予習】個別報告の準備と該当史料を確認しておく。
【復習】一次史料の論点を確認し、重要歴史単語を復習しておく。

総まとめ

最終レポートの準備。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的にはゼミ形式です。発表者は事前に周到な準備をします。それ以外の学生は、発表者が事前に提示した資料を熟読します。

成績評価の方法
発表（４０％）、レポート（４０％）、および議論における積極的な発言（２０％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・的確に情報を収集できるか。
・説得力のあるプレゼンテーションをできるか。
・一次史料をしっかりと読みこなしているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
授業の最初に相談します。コピーを配布する予定です。

参考書
川村陶子監修『レポート・論文の書き方』旺文社、2015
小笠原喜康『新版　大学生のための論文・レポート術』講談社現代新書、2009
大学の歴史教育を考える会編『わかる・身につく歴史学の学び方』大月書店、 2016

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　以下の計画は、大まかな流れである。受講者の研究進捗状況等の諸要因を考慮し、各回の授業内容、学習の順番、進行の早さ
などを調整する可能性もある。

オリエンテーション
（卒業論文執筆の流れについて解説を行い、前期の予定を確認する。春休みの進捗を報告し合う。）

【予習・復習】
シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査のヒント
（文献調査、聞き取り調査、実地調査などのやり方について、解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

学術論文の要件
（論文の構成の仕方、テーマの絞り方などについて解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

テーマ・概要
　この授業では、以下の項目についての学習を、ゼミ全員で討論・意見交換を行いながら進めていく。
　　（１）課題の発見と論理の構成
　　（２）先行研究の調査・分析
　　（３）現地調査やインタビューの実施
　　（４）論理的でわかりやすい文章の作成
　　（５）論文のルールとマナーの習得
　学習においては、学際的なテーマを研究することの意味と方法、および人文社会研究における幅広い意味での文化の扱いに、とりわけ注
意を払う。

３年次演習での経験をふまえて、各自の問題関心をさらに深め、自分の研究内容を卒業論文にまとめることを目標とする。
ゼミ全体を通して、DP1（教養の修得）、２（課題の発見）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発信力）を総合
的に実現したい。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｂ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文章の構成
（論理的な文章の作り方について解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

題目のつくりかた
（分かりやすく魅力的なタイトルのつけ方について解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

60〜90

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

第9回 引用注の表記
（複雑な引用注の表記方法について解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

第7回

第8回

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

文章の表現
（平明で論文らしい文章の表現方法について解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

注のつけかた・引用のしかた
（注や引用のルールについて解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

60〜90

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜90

文献・資料の表記のしかた
（文献情報の表記方法、リストの作り方などについて、解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。
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60〜120

第11回

第12回

第13回

図表・付録について
（論文付属資料の意義や作成方法などについて解説を行い、受講者が抱える問題を共有し助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

研究成果報告会（１）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

研究成果報告会（２）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

60〜90

第10回

60〜120

研究成果報告会（３）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

60〜120

120

第15回

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

60〜120

研究成果報告会（４）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

ゼミの総括
（前期の授業をふり返り、夏休み以降の研究計画を固める。）

【予習・復習】前期の学習内容をふまえ、夏休みの研究計画をまとめる。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　演習形式で実施する。各回のテーマに沿って予習に基づく作業を行うとともに、各人が自分のテーマに関する調査結果や執筆状況を報告
し、全員で批判・助言を行う。
　必要に応じ、授業時間の枠外で、個人面接や、共通するテーマ毎に組んだ小グループでの作業を行う。

成績評価の方法
　平常点。授業への参加(A)、報告、研究に取り組む姿勢(B)、研究内容の充実度(C)に加え、ゼミ仲間の研究報告に対するコメントや助言
など(D)も評価の対象に加える。
評価の基準は(A)40％、(B)20％、(C)20％、(D)20％をめやすとし、各項目でとりわけ顕著な成果が認められた者には加点を与える。
毎回の出席は必須。事前に資料の指定箇所を読み、論点や疑問点を整理してくることが「出席」カウントの条件である。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：演習I・IIｂ

テキスト
　資料・プリントを授業にて配布する。

参考書
山田剛史・林創『大学生のためのリサーチ・リテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年。
『レポート・論文の書き方』旺文社、2015年。
このほか、論文の書き方に関する市販の参考書を各自で読み、論文執筆の基礎的なルールを身につけること。授業の中でも、必要に応じて
適宜文献を指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　以下の計画は、大まかな流れである。受講者の研究進捗状況等の諸要因を考慮し、各回の授業内容、学習の順番、進行の速度
などを調整する。

オリエンテーション
（夏合宿の反省を行い、後期の予定を確認する。）

【予習・復習】
シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文章作成術の総復習（１）
（前期の学習内容をふり返りつつ、より高度な技術の解説を行い、各人が抱える問題点に対して助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜120

多様な資料情報の調査分析法の総復習
（前期の学習内容をふり返りつつ、より高度な技術の解説を行い、各人が抱える問題点に対して助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜120

テーマ・概要
　この授業では、以下の項目についての学習を、ゼミ全員で討論・意見交換を行いながら進めていく。
　　（１）課題の発見と論理の構成
　　（２）先行研究の調査・分析
　　（３）現地調査やインタビューの実施
　　（４）論理的でわかりやすい文章の作成
　　（５）論文のルールとマナーの習得
　学習においては、学際的なテーマを研究することの意味と方法、および人文社会研究における幅広い意味での文化の扱いに、とりわけ注
意を払う。

３年次演習での経験をふまえて、各自の問題関心をさらに深め、自分の研究内容を卒業論文にまとめることを目標とする。
ゼミ全体を通じて、DP1（教養の修得）、２（課題の発見）、３（他者との協働）、４（自発性、積極性）、５（表現力、発信力）を総合
的に実現したい。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｂ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文章作成術の総復習（２）
（前期の学習内容をふり返りつつ、より高度な技術の解説を行い、各人が抱える問題点に対して助言し合う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜120

文章作成術の総復習（３）
（前期の学習内容をふり返りつつ、より高度な技術の解説を行い、各人が抱える問題点に対して助言し合う。）

60〜120

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

60〜120

第9回 論文のルールとマナーの総復習（１）
（論文のまとめに向けて、これまでの学習内容を総括し、お互いに対する助言を行う。）

第7回

第8回

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

論文進捗報告会（１）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

60〜180

論文進捗報告会（２）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

60〜180

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。

60〜180

論文進捗報告会（３）
（受講者がそれぞれの研究の進捗を交代で報告し、お互いの研究について助言を行う。）

【予習】資料や参考書、これまでのゼミでの学習内容を活用しながら、各人の研究の進捗をまとめる。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、それぞれの研究に活用する。
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60〜120

第11回

第12回

第13回

論文のルールとマナーの総復習（２）
（論文のまとめに向けて、これまでの学習内容を総括し、お互いに対する助言を行う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

論文のルールとマナーの総復習（３）
（論文のまとめに向けて、これまでの学習内容を総括し、お互いに対する助言を行う。）

【予習】資料をよく読み、各自が抱える問題を洗い出しておく。
【復習】授業での解説や助言の内容を確認し、それぞれの研究に活用する。

仕上げ作業に関する注意点の確認
（論文の提出に関わる諸注意を全員で確認し、最終仕上げを行う。）

【予習】資料や参考書をよく読んでおく。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、論文の仕上げ作業を行う。

60〜120

第10回

60〜120

卒業論文完成報告会
（完成した論文の概要、アピールポイント、反省点を報告し合い、お互いの論文の内容について討論を行う。）

60

60

第15回

【予習】プレゼンテーションと質疑応答の準備を行う。ゼミ仲間の論文を読む。
【復習】報告や助言の内容をふり返り、ゼミの総括に備える。

120

後輩の研究への助言
（３年生の研究発表を聴いて討論に参加し、後輩の研究へのアドバイスを行う。）

【予習】自らの卒業研究の経験をふまえ、後輩への助言をまとめる。
【復習】後輩の研究報告から得られた刺激を、各人の研究の反省に役立てる。

ゼミの総括
（卒業研究と２年間のゼミのふり返りを行う。）

【予習・復習】卒業研究および２年間のゼミでの活動を総括し、各個人の達成点や反省点、ゼミ運営改
善のためのアドバイスなどをまとめる。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　演習形式で実施する。各回のテーマに沿って予習に基づく作業を行うとともに、各人が自分のテーマに関する調査結果や執筆状況を報告
し、全員で批判・助言を行う。
　必要に応じ、授業時間の枠外で、個人面接や、共通するテーマ毎に組んだ小グループでの作業を行う。

成績評価の方法
　平常点。授業への参加(A)、報告、研究に取り組む姿勢(B)、研究内容の充実度(C)に加え、ゼミ仲間の研究報告に対するコメントや助言
など(D)も評価の対象に加える。
評価の基準は(A)40％、(B)20％、(C)20％、(D)20％をめやすとし、各項目でとりわけ顕著な成果が認められた者には加点を与える。
毎回の出席は必須。事前に資料の指定箇所を読み、論点や疑問点を整理してくることが「出席」カウントの条件である。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：演習I・Ⅱ・Ⅲｂ

テキスト
　資料・プリントを授業にて配布する。

参考書
山田剛史・林創『大学生のためのリサーチ・リテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年。
旺文社編『レポート・論文の書き方』旺文社、2015年。
このほか、論文の書き方に関する市販の参考書を各自で読み、論文執筆の基礎的なルールを身につけること。授業の中でも、必要に応じて
適宜文献を指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。卒業論文の方向性と作業進捗状況を報告できるようにしておく。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

テーマ・概要
【テーマ】アジア・アフリカの歴史と文化
【概要】この授業では、アジアおよびアフリカの歴史を広く世界史のなかに位置づける視点を身につけ、卒業論文を完成させることをめざ
す。この目標を達成するには、一方では各自の〈研究の基軸〉となる地域・テーマ・史料についての分析を進めつつ、他方では〈比較と連
関〉の視座を応用して考察を深める必要がある。前期は、各自の〈研究の基軸〉に関する情報収集と分析を進める。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・卒業論文作成に向けて、各自の〈研究の基軸〉に関する理解を深める。
・卒業論文の構成を定め、草稿を執筆する。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｃ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

120

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

第9回 報告と討論

第7回

第8回

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

120

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

- 1199 -



120

第11回

第12回

第13回

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

第10回

120

報告と討論

120

120

第15回

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

120

報告と討論

【予習】
各自の〈研究の基軸〉に関する研究を進める。
【復習】
授業を通して、卒業論文執筆に活かせるものを見きわめる。

授業の総括と確認

【予習・復習】
授業を通して得た技能・知見・考え方のなかで、卒業論文作成に向けて活かせるものを見きわめる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・毎回、担当者（または担当グループ）を決めて報告をおこない、その後、関連する討論をおこなう。

成績評価の方法
・授業への取り組み（50％）、授業内報告（50％）。
・授業への取り組みについては、卒業論文草稿執筆作業の進捗状況も評価の判断材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・先修科目：演習Ⅰ・Ⅱ

テキスト
とくに設けない。

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

テーマ・概要
【テーマ】アジア・アフリカの歴史と文化
【概要】この授業では、アジアおよびアフリカの歴史を広く世界史のなかに位置づける視点を身につけ、卒業論文を完成させることをめざ
す。この目標を達成するには、一方では各自の〈研究の基軸〉となる地域・テーマ・史料についての分析を進めつつ、他方では〈比較と連
関〉の視座を応用して考察を深める必要がある。後期は、各自の〈研究の基軸〉に沿って〈比較と連関〉の視座を応用しながら卒業論文の
執筆を進める。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・卒業論文を完成させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｃ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

報告と討論

120

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

第9回 報告と討論

第7回

第8回

【予習・復習】
卒業論文の執筆

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

報告と討論

120

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆
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120

第11回

第12回

第13回

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文の執筆

報告と討論
※卒業論文提出（予定）

【予習・復習】
卒業論文の執筆

120

第10回

120

報告と討論

60

60

第15回

【予習・復習】
卒業論文報告会に向けての準備

60

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文報告会に向けての準備

報告と討論

【予習・復習】
卒業論文報告会に向けての準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・毎回、担当者（または担当グループ）を決めて報告をおこない、その後、関連する討論をおこなう。

成績評価の方法
・授業への取り組み（50％）、授業内報告（50％）。
・授業への取り組みについては、卒業論文執筆作業の進捗状況も評価の判断材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・先修科目：演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

テキスト
とくに設けない。

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論②

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論①

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

テーマ・概要
本演習では、文献講読や研究報告を通して、歴史研究の基礎的手法を習得し、最終的には卒業論文を完成させることを目指す。具体的に
は、自らの研究テーマに関連する先行研究・史料のリサーチ方法や分析方法、適切な「問い」の立て方、論文の章立て、叙述方法などにつ
いて適宜助言や指導を行う予定である。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・必要な文献や史資料を収集し、適切に分析することができる。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができる。
・先行研究を的確に批判したうえで、自らの意見を論理的に説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｄ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論③

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論④

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第9回 報告と討論⑧

第7回

第8回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑤

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑥

60

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑦

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑨

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑩

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

報告と討論⑪

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

第10回

60

報告と討論⑫

60

60

第15回

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

60

報告と討論⑬

【予習】テキストの該当箇所を熟読し、疑問点や論点を整理する。
【復習】授業で得た知見を整理する。

総括と展望

【予習】これまでの報告レジュメを読み直す。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・前期は課題文献の輪読が中心となる。
・後期は研究報告が中心となる。
・報告担当者は十分に時間をかけて、報告準備を行うこと。

成績評価の方法
平常点（討論への参加状況など）50％
報告内容50％
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・必要な文献や史資料を収集し、適切に分析することができるか。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができるか。
・先行研究を的確に批判しつつ、自らの意見を論理的に説明することができるか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
初回授業時に指示する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】シラバスを読む。
【復習】授業で配布された資料を読み直す。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論②

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論①

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

テーマ・概要
本演習では、文献講読や研究報告を通して、歴史研究の基礎的手法を習得し、最終的には卒業論文を完成させることを目指す。具体的に
は、自らの研究テーマに関連する先行研究・史料のリサーチ方法や分析方法、適切な「問い」の立て方、論文の章立て、叙述方法などにつ
いて適宜助言や指導を行う予定である。

DP2（課題の発見と解決）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達す
る能力）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・必要な文献や史資料を収集し、適切に分析することができる。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができる。
・先行研究を的確に批判したうえで、自らの意見を論理的に説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｄ

樋口　真魚

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論③

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論④

60

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

第9回 報告と討論⑧

第7回

第8回

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑤

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑥

60

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑦

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。
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60

第11回

第12回

第13回

報告と討論⑨

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑩

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

報告と討論⑪

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

第10回

60

報告と討論⑫

60

60

第15回

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

60

報告と討論⑬

【予習】卒論に向けて各自の研究を進める。
【復習】報告内容の要点や課題を整理し、自らの研究に活かす。

総括と展望

【予習】これまでの報告レジュメを読み直す。
【復習】授業で得た知見を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・前期は課題文献の輪読が中心となる。
・後期は研究報告が中心となる。
・報告担当者は十分に時間をかけて、報告準備を行うこと。

成績評価の方法
平常点（討論への参加状況など）50％
報告内容50％
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・必要な文献や史資料を収集し、適切に分析することができたか。
・自らの問題関心を言語化し、適切に表現することができたか。
・先行研究を的確に批判しつつ、自らの意見を論理的に説明することができたか。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
指定しない。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

打合せをおこなう。中間報告の順番を決める。テキストの輪読についてスケジュール等を決める。

中間報告の概要をまとめる。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト、「パブと飲酒」（『路地裏の大英帝国』所収）を読み、議論する。

中間報告に向けての準備を進める。
テキストを読む。

120

担当教員による、論文の書き方についてのレクチャー。

中間報告に向けての準備を進める。 60

テーマ・概要
卒業論文の執筆に向けて、論文の書き方について学び、そのうえで、順番に中間報告をおこない、ゼミ参加者の意見を聴く。それと並行し
て、担当教員が書いたものを議論することにより、歴史を学ぶと同時に、卒業論文を構想するさいの一助とする。

①　歴史の「切り口」を理解する。
②　口頭発表のコツと、レジュメの書き方を学ぶ。
③　ディスカッションのマナーについて学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｅ

見市　雅俊

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

卒業論文中間報告。

報告者は、レジュメ作成。
中間報告に向けての準備を進める。

報告者は180。それ以外
は120。

テキスト、「栄養不良の社会史」（『社会史への途』所収）を読み、議論する。

120

中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
テキストを読む。

120

第9回 テキスト、「二つのイギリス」（『ヨーロッパー1930年代』所収）を読み、議論する。

第7回

第8回

中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
テキストを読む。

卒業論文中間報告。

報告者は、レジュメ作成。
中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。

報告者は１８０。それ以
外は120。

テキスト　「オリーブ油と古代リビア」（中央大学文学部『紀要』掲載）を読み、議論する。

報告者は１８０。それ以
外は120。

中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
テキストを読む。

120

卒業論文中間報告。

報告者は、レジュメ作成。
中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
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120

第11回

第12回

第13回

卒業論文中間報告。

報告者は、レジュメ作成。
中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。

テキスト、「解剖の社会史」（『コレラの世界史』所収）を読み、議論する。

中間報告に向けての準備を進める。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
テキストを読む。

卒業論文中間報告。

報告者はレジュメ作成。
中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。

報告者は180。それ以外
は120。

第10回

報告者は180。それ以外
は120。

テキスト、「アフリカ眠り病史研究序説」（『史潮』掲載）を読み、議論する。

120

120

第15回

中間報告に対する意見を参考に、練り直し作業を進める。
テキストを読む。

120

中間報告における議論をふまえた、各人の新たな卒業論文の構想を報告する。

中間報告に対する意見を参考に、練り直した、新たな構想をレジュメにまとめる。

中間報告における議論をふまえた、各人の新たな卒業論文の構想を報告する。

中間報告に対する意見を参考に、練り直した、新たな構想をレジュメにまとめる。

第14回
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授業後に質問・相談等に応じる。

授業の方法
➀　テキストにもとづく担当教員のレクチャーをめぐって、議論する。
②　卒業論文の中間報告を順番に担当し、その内容について全員で議論する。

成績評価の方法
➀　卒業論文の中間報告。
②　テキスト、ならびに卒業論文中間報告をめぐる議論における発言。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
授業で使用するテキストについては、コピーを用意する。

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

後期の卒論執筆の研究計画を立てる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

テーマ・概要
現代を相対化するという、歴史学が果たしうる一つの役割を、イギリス史を多面的に研究しながら学びます。並行して、卒業論文執筆に向
け、卒論中間報告も取り入れます。卒論執筆のための「研究の方法」も引き続き行います。

DP6(文化現象の総合力理解）、DP7(問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に伝達する能
力）を実現するため、次の6点を到達目標とする。
①イギリスの歴史と文化に関する知識を身につける。
②歴史的な物の見方が出来るようになる。
③研究の方法を身につける。
④研究の方法を実践し、自分の研究をまとめ、口頭および文章で表現出来るようになる。
⑤参加者相互で建設的な議論を構築出来るようになる。
⑥卒業論文に研究の成果を結実させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｅ

竹内　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

120

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

第9回 卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

第7回

第8回

卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

120

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

120

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。
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120

第11回

第12回

第13回

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

卒論中間報告。
研究の方法：前回までに提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意、助言を与えます。
（並行して授業外で提出された原稿に基づき、個人面談を行います）

卒論の執筆を進め、卒論作成上の質問をリストアップしてくる。

卒論草稿に基づく面接（昼休みなど利用）にあたっている学生はその準備もすること。

180

第10回

120

卒論発表会

60

120

第15回

発表の準備 120

卒論発表会

発表の準備

まとめ

卒論執筆のふりかえり

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
①報告者は卒論の中間報告をし、それに基づき議論をする。
②卒論執筆上の質問に答える。
③提出された原稿に基づき、卒論執筆上の注意や助言を与える。
④授業外で提出された原稿に基づき、面接を行う。

成績評価の方法
①報告を担当した時のレジュメ、口頭報告の内容（35％）、②授業中の発言、積極的参加の態度(35％）、③卒論草稿の提出の頻度や内容
(30％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「イギリスの歴史と文化AB」「イギリス文化・文化史特講AB」などの履修が望ましい。

テキスト

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション　—　演習の目的と課題について
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・グループ分けを行う。

【予習・復習】　シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論のテーマ紹介
・自分の関心あるテーマについて、グループでディスカッションを行う。

【予習・復習】　演習時に、事前に配布した資料をよく読んでおくこと。 60

4年次に提出する卒論について　—　課題の内容
・卒業論文で課されている形式的、内容的な課題について、理解する。

【予習・復習】　卒業論文の執筆要綱（詳しくは、演習時に説明する）を、事前によく読んでおくこ
と。

60

テーマ・概要
　この演習では、各自の卒業論文の完成という目標を達成するために、主に以下の二つの作業を行う。
・先行研究と基本概念・理論の確認　：　アメリカ合衆国の社会・文化史あるいは日米関係に関する主要なテーマ、あるいは各自の卒業論
文に即したテーマをいくつか取り上げ、基本文献や先行研究の動向を確認すると同時に、基本的な概念・理論について共通の文献を精読す
ることによって理解を深める。必要に応じて、複数の同一テーマについて書かれた一次史料を比較・対比しながら読み解く作業も行う。こ
れらの作業を通じて、卒論執筆時に活用しうる一次史料・二次文献の多様性と特徴を把握しながら、重層的・多角的な分析方法を習得する
ことを目指す。
・論文執筆計画と研究報告：　卒業論文の執筆のために必ず必要なスキルを確認する。具体的には、文献の検索方法、研究計画書の書き方
とスケジュール作成、テーマ設定などについて、3年次に作成したプランを加筆修正していく。また、注や文献リストについても、その作
成方法などの基本的なルールについて確認する。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の４点を到達目標とする。
①　的確に情報を収集、分析することができる。
②　説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
③　アメリカ社会史・文化史に関する基礎的知識を修得し、それに基づく論文を書くことができる。
④　形式的なルールや課題内容を理解し、説得力ある文章、論理的な文章を書くことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｆ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プレゼンテーション　１
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション　２
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

第9回 プレゼンテーション　５
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

第7回

第8回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

プレゼンテーション　３
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク　—　テーマ設定・章立てのための作業
・グループに分かれて、各自の卒論のテーマや構成に関するブレーンストーミングと質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション　４
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーション　６
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

グループワーク　—　論理的な文章とは？文章作成のコツ
・グループに分かれて、文書を作成し、互いに講評する。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

プレゼンテーション　７
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

60

第10回

60

グループワーク
各自の卒論のテーマと構成について、グループに分かれてお互いに講評しあう。

60

60

第15回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク
各自の卒論のテーマと構成について、グループに分かれてお互いに講評しあう。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

全体のまとめ
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

【予習】　プレゼンテーション全般のレヴューを各自しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　大きく分けて以下の二つの作業を行なう。
・テキストの精読とディスカッション：　各自の卒論のテーマに関連する一次史料・二次史料の精読を行う。分からないところがあっても
かまわないが、まずは自力で事前に読んでおくことが求められる。
・論文執筆計画と研究報告：　最初に、アメリカ合衆国の社会史・文化史の事例に即して、基本文献や主なアプローチ方法などを確認す
る。次に、各自の研究テーマについて、テーマ設定の仕方、学術論文の基本的なルール、研究計画書の書き方（＝３年次の末に提出済みの
ものを加筆修正していく）、口頭での研究発表の仕方などのトレーニングを行なう。
・卒業論文で求められている形式的な審査基準を確認する。そのうえで、より論理的で一貫性のある論文にするためのスキルをテキストに
基づき習得し、実際の執筆に生かす。

成績評価の方法
　ディスカッションへの参加と貢献（50％）、口頭発表（20％）、書評や研究計画書を含むレポート（30％）による総合評価。ほぼ毎回、
全員にごく簡単な課題（たとえば翌週扱う予定の史料の読解やそれに関する質問など）を課す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　アメリカ合衆国のみならず、自国や諸外国の歴史・文化に関連する講義を積極的に受講することが望ましい。なおこの演習では英語の文
献も扱うので、日々英語の勉強を欠かさないこと。

テキスト
　開講時に、受講者と相談のうえ決定する。なおこの演習では、適宜、配布資料の形で英語の文献も使用する。

参考書
＜参考書＞　
以下の文献のほか、必要に応じて適宜紹介する。
・堀内一史『アメリカと宗教　保守化と政治化のゆくえ』中公新書、　2010年。
・笹田直人・堀真理子・外岡尚美編『概説　アメリカ文化史』ミネルヴァ書房、2002年。
・和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年。
＜卒論、レジュメ、レポートで使用するフォーマット等について＞　
卒論執筆時に使用するフォーマットは、アメリカ史・アメリカ研究で一般的に用いられているシカゴ方式に準じること。その他、下記の文
献も適宜参照のこと。
・白井利明・高橋一郎『よくわかる　卒論の書き方　第2版』ミネルヴァ書房、2014年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション　—　演習の目的と課題について
・演習の内容、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・グループ分けを行う。

【予習・復習】　シラバスをよく読んで、演習の進め方を理解しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論のテーマ紹介
・自分の関心あるテーマについて、グループでディスカッションを行う。

【予習・復習】　演習時に、事前に配布した資料をよく読んでおくこと。 60

4年次に提出する卒論について　—　課題の内容
・卒業論文で課されている形式的、内容的な課題について、理解する。

【予習・復習】　卒業論文の執筆要綱（詳しくは、演習時に説明する）を、事前によく読んでおくこ
と。

60

テーマ・概要
　この演習では、各自の卒業論文の完成という目標を達成するために、主に以下の二つの作業を行う。
・先行研究と基本概念・理論の確認　：　アメリカ合衆国の社会・文化史あるいは日米関係に関する主要なテーマ、あるいは各自の卒業論
文に即したテーマをいくつか取り上げ、基本文献や先行研究の動向を確認すると同時に、基本概念・理論の基礎について共通の文献を精読
することによって理解を深める。必要に応じて、複数の同一テーマについて書かれた一次史料を比較・対比しながら読み解く作業も行う。
これらの作業を通じて、卒論執筆時に活用しうる一次史料・二次文献の多様性と特徴を把握しながら、重層的・多角的な分析方法を身に着
けることを目指す。
・論文執筆計画と研究報告：　卒業論文の執筆のために必ず必要なスキルを確認する。具体的には、文献の検索方法、研究計画書の書き方
とスケジュール作成、テーマ設定などについて、3年次に作成したプランを加筆修正していく。また、注や文献リストについても、その作
成方法などの基本的なルールについて理解を深める。

ＤＰ２（問題の発見と解決）、ＤＰ３(他者との協働）、ＤＰ５（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を
実現するため、次の４点を到達目標とする。
①　的確に情報を収集、分析することができる。
②　説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
③　アメリカ社会・文化史に関する基礎的知識を修得し、それに基づく論文を書くことができる。
④　形式的なルールや課題内容を理解し、説得力ある文章、論理的な文章を書くことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｆ

中野　由美子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プレゼンテーション　１
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション　２
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

第9回 プレゼンテーション　５
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

第7回

第8回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

プレゼンテーション　３
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク　—　テーマ設定・章立てのための作業
・グループに分かれて、各自の卒論のテーマや構成に関するブレーンストーミングと質疑応答を行う。

60

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

プレゼンテーション　４
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

プレゼンテーション　６
・指定テキストの内容について、把握する。
・事前に決めた担当者によるプレゼンテーションと、質疑応答を行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

グループワーク　—　論理的な文章とは？文章作成のコツ
・グループに分かれて、文書を作成し、互いに講評する。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

グループワーク
各自の卒論について、形式的なチェックを相互に行う。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

60

第10回

60

グループワーク
各自の卒論のテーマと構成について、グループに分かれてお互いに講評しあう。

60

60

第15回

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。 60

グループワーク
各自の卒論のテーマと構成について、グループに分かれてお互いに講評しあう。

【予習・復習】　テキストの指定された箇所を、よく読んでおくこと。

全体のまとめ
・プレゼンテーション全般を振り返り、改善点について学修する。

【予習】　プレゼンテーション全般のレヴューを各自しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　大きく分けて以下の二つの作業を行なう。
・テキストの精読とディスカッション：　各自の卒論のテーマになるべく関連する一次史料・二次史料の精読を行う。分からないところが
あってもかまわないが、まずは自力で事前に読んでおくことが求められる。
・論文執筆計画と研究報告：　最初に、アメリカ合衆国の社会史・文化史の事例に即して、基本文献や主なアプローチ方法などを確認す
る。次に、各自の研究テーマについて、テーマ設定の仕方、学術論文の基本的なルール、研究計画書の書き方（＝３年次の末に提出済みの
ものを加筆修正していく）、口頭での研究発表の仕方などのトレーニングを行なう。
・卒業論文で求められている形式的な審査基準を確認する。そのうえで、より論理的で一貫性のある論文にするために、各自で何ができる
のかを具体的に考え、実際の執筆に生かす。

成績評価の方法
　ディスカッションへの参加と貢献（50％）、口頭発表（20％）、書評や研究計画書を含むレポート（30％）による総合評価。ほぼ毎回、
全員にごく簡単な課題（たとえば翌週扱う予定の史料の読解やそれに関する質問など）を課す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　アメリカ合衆国のみならず、自国や諸外国の歴史・文化に関連する講義を積極的に受講することが望ましい。なおこの演習では英語の文
献も扱うので、日々英語の勉強を欠かさないこと。

テキスト
　開講時に、受講者と相談のうえ決定する。また、適宜、配布資料の形で英語の文献も使用する。

参考書
＜参考書＞　
以下の文献のほか、必要に応じて適宜紹介する。
・堀内一史『アメリカと宗教　保守化と政治化のゆくえ』中公新書、　2010年。
・笹田直人・堀真理子・外岡尚美編『概説　アメリカ文化史』ミネルヴァ書房、2002年。
・和田光弘編『大学で学ぶアメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年。
＜卒論、レジュメ、レポートで使用するフォーマット等について＞　
卒論執筆時に使用するフォーマットは、アメリカ史・アメリカ研究で一般的に用いられているシカゴ方式に準じること。その他、下記の文
献も適宜参照のこと。
・白井利明・高橋一郎『よくわかる　卒論の書き方　第2版』ミネルヴァ書房、2014年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表①

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　「Gゼロ」世界と向き合う日本 ―混沌とした時代を見据えて

【概要】
　2010年代、世界情勢は不確実性を増している。諸国間のパワーバランスが変化するなかで、さまざまなレベルで対立と緊張が生じてい
る。アメリカの防御的な姿勢やEU内の混乱、ロシアや中国の覇権主義を始め、不透明な国際情勢の要因は事欠かない。イスラム圏やアフリ
カで既存の国家が弱体化し、暴力に浸食される事態も目立つ。朝鮮半島においても核能力とミサイルを保有する北朝鮮が情勢を主導しつつ
ある。
　リーダー不在の「Gゼロ」の状況にあって世界は流動を余儀なくされている。国家といえども決して安泰な存在ではない。国連に多くを
期待できる状況にもない。混沌とした時代に、どのようにして世界の、そして日本の平和と安全を実現するのか―。
　このゼミでは上述の視点に立ちながら、国際政治の潮流を考察するとともに、紛争や政治的緊張の原因、多様な脅威とその対応を学んで
いく。
　夢想的な平和主義に陥ることなく、リアリズムをもって世界と日本の平和を考えていきたい。

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界を巨視的に眺めながら、国際政治を論じることができる。
・日本を客観視できる。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・自分の意見を積極的に述べることができる。
・読解しやすく、説得力のある文章が書ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｇ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

発表②

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 発表⑤

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表③

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表④

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

英文読解

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

まとめ

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−英文読解：事前に渡された英文を日本語に訳し、ゼミで発表する（背景についても調べておく）。
−その他、詳細は授業で説明する。

ただし、4年次は就職活動を行う学生が大半なので、授業計画は臨機応変に対応する。また、適宜、卒業論文の指導を行う。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、卒業論文の執筆につながるレポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際系の科目

テキスト
特になし。

参考書
イアン・ブレマー『「Gゼロ」後の世界 ―主導国なき時代の勝者はだれか』（日本経済新聞出版社、2012年）
　
その他、授業中に指示または推奨する。また新聞・雑誌（英文、和文）などから時々のトピックを取り上げる予定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

ガイダンス

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【テーマ】
　「Gゼロ」世界と向き合う日本 ―混沌とした時代を見据えて

【概要】
　2010年代、世界情勢は不確実性を増している。諸国間のパワーバランスが変化するなかで、さまざまなレベルで対立と緊張が生じてい
る。アメリカの防御的な姿勢やEU内の混乱、ロシアや中国の覇権主義を始め、不透明な国際情勢の要因は事欠かない。イスラム圏やアフリ
カで既存の国家が弱体化し、暴力に浸食される事態も目立つ。朝鮮半島においても核能力とミサイルを保有する北朝鮮が情勢を主導しつつ
ある。
　リーダー不在の「Gゼロ」の状況にあって世界は流動を余儀なくされている。国家といえども決して安泰な存在ではない。国連に多くを
期待できる状況にもない。混沌とした時代に、どのようにして世界の、そして日本の平和と安全を実現するのか―。
　このゼミでは上述の視点に立ちながら、国際政治の潮流を考察するとともに、紛争や政治的緊張の原因、多様な脅威とその対応を学んで
いく。
　夢想的な平和主義に陥ることなく、リアリズムをもって世界と日本の平和を考えていきたい。

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP5（表現力、発信力）、DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（多面的な分析能力）を
実現するため、下記を到達目標とする。
・世界を巨視的に眺めながら、国際政治を論じることができる。
・日本を客観視できる。
・世界と日本が直面する課題を自ら発見できる。
・自分の意見を積極的に述べることができる。
・読解しやすく、説得力のある文章が書ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｇ

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表①

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表②

90

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

第9回 映像資料の視聴

第7回

第8回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表③

90

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

発表④

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

発表⑤

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

発表⑥

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

英文読解

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

90

第10回

90

英文読解

90

90

第15回

課題を準備する。ゼミのテーマに関連する事項を予習する。 90

卒業論文の報告会➀

ゼミのテーマに関連する事項を予習する。

卒業論文の報告会

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
−ゼミ発表：ゼミで扱うテーマについて、持ち回りで発表する。それについて討論者が意見を述べ、皆で議論する。
−英文読解：事前に渡された英文を日本語に訳し、ゼミで発表する（背景についても調べておく）。
−その他、詳細は授業で説明する。

ただし、4年次は就職活動を行う学生が大半なので、授業計画は臨機応変に対応する。また、適宜、卒業論文の指導を行う。

成績評価の方法
発表（20%）、討論（20%）、平常点（20%）、卒業論文の執筆につながるレポート（40%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際系の科目

テキスト
特になし。

参考書
イアン・ブレマー『「Gゼロ」後の世界 ―主導国なき時代の勝者はだれか』（日本経済新聞出版社、2012年）
　
その他、授業中に指示または推奨する。また新聞・雑誌（英文、和文）などから時々のトピックを取り上げる予定。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業論文執筆の進捗状況について報告する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

テーマ・概要
文化人類学のゼミです。卒業論文執筆に向け、自らテーマを見いだし、文献研究、フィールドワーク等を実施し、データを集め、分析、考
察し、論理的文章を書くことを目指します。

（ＤP7）＜問題発見能力及び多面的な分析能力＞を身につけることを到達目標とします。
自分で課題を見いだし、調査研究をし分析をする力、論理的に思考しそれを文章にする力を養います。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｈ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。
仮題目提出に向けて、卒業論文の題目を決める。

60

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

第9回 卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

第7回

第8回

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

60

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

- 1239 -



60

第11回

第12回

第13回

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

60

第10回

60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

60

60

第15回

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。 60

卒論の構想について、目的、章立て、内容、文献目録を中心にゼミ生が順番に発表し、全員で質疑応答、ディスカッションをす
る。前回の発表の結果を受け、さらにバーションアップしたものを発表する。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

夏期休業中の卒業論文の執筆スケジュールについて確認をする。また、論文を執筆する際の技術的ルールについて確認をする。

卒業論文執筆に向けて文献調査、フィールドワークを実施する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
順番に発表者を決め、レジュメを作成して発表をし、それをもとにディスカッションをします。
発表者は発表の結果をもとに卒業論文執筆に向けての調査研究の再検討、さらなる文献、調査データの追加、論旨を明確にすることに務め
ます。

成績評価の方法
平常点。ゼミへの貢献度（発表内容、プレゼンテーションの仕方、ディスカッションへの参加など）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
自らテーマを見いだし、文献調査もしくはフィールドワークを実施し、データを集め、分析、考察し、説得力のある論理的文章で他者に伝
えることができる。オリジナリティが高い課題に取り組む。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
外国語文献を読むことができる語学力があると扱うことができる文献の幅が広がるので、語学力をつけておいたほうがよいです。

テキスト
特にありません。

参考書
授業中適宜指示していきます。『異文化の学び方、描き方』（世界思想社）は、論文執筆にあたって役に立つので所持して参考にして下さ
い。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

夏期休業中の卒業論文執筆の進捗状況についての報告

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

テーマ・概要
文化人類学の観点からフィールドワークもしくは文献調査を実施し、それに基づき卒業論文を執筆し完成させます。

ＤP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とします。
・自ら問題設定をし、調査研究、分析をする力、論理的に思考し、それを文章にする力を養います。
・文献や情報をクリティカルに読む力をつけます。
・文化人類学を学ぶことを通じて、グローバル化が進展する国際社会で、多様な状況に対応する力を養います。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｈ

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。

60

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

第9回 執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。
発表者は前回の発表結果をもとに、さらに練り上げ論旨を明確にし精緻化した草稿を発表する。

第7回

第8回

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

卒業論文の本題目提出に向けて、卒業論文の題目の最終決定をする。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。
発表者は前回の発表結果をもとに、さらに練り上げ論旨を明確にし精緻化した草稿を発表する。

60

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。
発表者は前回の発表結果をもとに、さらに練り上げ論旨を明確にし精緻化した草稿を発表する。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆
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60

第11回

第12回

第13回

執筆した卒業論文の草稿をもとに発表をし、質疑応答、ディスカッションをする。
発表者は前回の発表結果をもとに、さらに練り上げ論旨を明確にし精緻化した草稿を発表する。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

卒業論文提出に向けて論文執筆の最終段階に入る。
形式、文献の引用の仕方をはじめとする論文執筆のルール、参考文献の書き方などを確認する。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

卒業論文提出に向けて論文執筆の最終段階に入る。
形式、文献の引用の仕方をはじめとする論文執筆のルール、参考文献の書き方などを確認する。

文献調査及びフィールドワークの実施
論文の執筆

60

第10回

60

卒業論文の口頭試問(1)

60

60

第15回

口頭試問に向けてのレジュメの用意とディフェンスの準備 60

卒業論文の口頭試問(2)

口頭試問に向けてのレジュメの用意とディフェンスの準備

卒業論文の口頭試問（３）

口頭試問に向けてのレジュメの用意とディフェンスの準備

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
順番に発表者を決め、レジュメを作成して発表をし、それをもとにディスカッションをします。
発表者は発表の結果をもとに卒業論文執筆に向けての調査研究の再検討、さらなる文献の読み込み、調査データの収集を実施します。最終
的に卒業論文を執筆し完成させます。

成績評価の方法
平常点。ゼミへの貢献度（発表内容、プレゼンテーションの仕方、ディスカッションへの参加など）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
自ら課題を見つけ、調査（文献、フィールドワーク）分析し、論理的文章を書く。
オリジナリティの高いテーマを見つける。
文化人類学を学ぶことを通じ、グローバル化が進展する世界において、様々な状況に対応できる力を培う。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
外国語文献を読むことができる語学力があると、扱うことができる文献の幅が広がるので、語学力をつけておいたほうがよいです。

テキスト
特にありません。

参考書
授業中適宜紹介していきます。『異文化の学び方、描き方』（世界思想社）は、論文執筆にあたって役に立つので所持して参考にして下さ
い。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

研究の報告（1）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究の報告（3）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の報告（2）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

テーマ・概要
本演習は社会人類学ゼミである。　文化、社会、民俗、音文化、中東、イスラムなどのキーワードのいずれかに関連したテーマを各自が設
定し、2年間にわたって独自の研究を進める。
4年前期の本授業では、卒業論文の執筆に向けた研究の成果を順番に発表する。その発表を受けて全員で討議をし、共同で問題点を明らか
にしてゆく。
2年間の本演習を通じて重視するのは、単に情報を収集・整理することだけではなく、いかに問題を発見し、いかに考え抜くかという思考
力・想像力の鍛錬である。しかもそれを独断を排して他人（他の受講生）との対話を通して実現してゆくことに重きを置く。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の5点を到達目標とする。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｉ

堀内　正樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

研究の報告（4）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の報告（5）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

60

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

第9回 研究の報告（8）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

第7回

第8回

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の報告（6）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の報告（7）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

120

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

中間総括
・これまでの授業を振り返り、不備だった点や改善点などを話し合う。

[復習]プレゼンテーションやディスカッションの方法を洗い直しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

研究の報告（9）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の報告（10）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の報告（11）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

第10回

60

研究の報告（12）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

120

60

第15回

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

60

研究の報告（13）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の発表に役立
てる。

研究の報告（14）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]これまでの授業を振り返り、次年度の授業に向けて何を準備すべきかを整理しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　｢授業の計画・内容｣に記したとおりである。発表者を中心に全員でディスカッションをする。参加者は毎回１人最低1回は発言をし、発
言者は自らの問題意識に即してオリジナルな意見を述べる。他人の発言に対しては問題提起的なコメントを必ず返すこと。学期末には卒業
論文のドラフトを提出する。

成績評価の方法
　レジュメの内容(20%)、討論態度(40%)、プレゼンテーション(20%)、レポート(20%)などによる総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
以下の点に沿って、その達成度に応じて評価する。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
　議論の展開に応じて、授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

研究の報告（1）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究の報告（3）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

研究の報告（2）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

テーマ・概要
本演習は社会人類学ゼミである。　文化、社会、民俗、音文化、中東、イスラムなどのキーワードのいずれかに関連したテーマを各自が設
定し、2年間にわたって独自の研究を進める。
4年後期の本授業では、2年間の研究の集大成として、卒業論文の完成をめざす。ドラフトの発表を受けて全員で討議をし、共同で問題点を
明らかにする。
本演習で重視するのは、単に情報をまとめるだけではなく、結論を導き出すプロセスをいかに説得的に提示するかである。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）およびDP8（他者を理解する能力および自己を他者に伝達する能力）を実現するため、次の5
点を到達目標とする。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｉ

堀内　正樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究の報告（4）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

研究の報告（5）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

60

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

第9回 研究の報告（8）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

第7回

第8回

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

研究の報告（6）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

研究の報告（7）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

120

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

60

中間総括
・これまでの授業を振り返り、不備だった点や改善点などを話し合う。

[復習]文章執筆の方法を確認しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

研究の報告（9）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

研究の報告（10）
・毎回1人ずつ卒業論文に向けた自分の研究成果を発表する。
・その発表を受けて、全員で討議を行う。

[復習]発表者の発言を整理し、また全員による討議で提出されたポイントを押さえ、自分の研究に役立
てる。

論文の最終確認
卒業論文の内容と形式の最終チェックを全員で行う。

[復習]各自の論文が完成していることを確認し、修正すべき箇所を修正しておく。

60

第10回

120

卒業論文の合評（1）
各自が提出した卒業論文の骨子を発表し、全員で検討する。

90

90

第15回

[復習]発表者の論旨を整理し、自分の論文と比較して、不足していた点や課題を明確にする。 90

卒業論文の合評（２）
各自が提出した卒業論文の骨子を発表し、全員で検討する。

[復習]発表者の論旨を整理し、自分の論文と比較して、不足していた点や課題を明確にする。

卒業論文の合評（3）
各自が提出した卒業論文の骨子を発表し、全員で検討する。

[復習]発表者の論旨を整理し、自分の論文と比較して、不足していた点や課題を明確にする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　｢授業の計画・内容｣に記したとおりである。発表者を中心に全員でディスカッションをする。参加者は毎回１人最低1回は発言をし、発
言者は自らの問題意識に即してオリジナルな意見を述べる。他人の発言に対しては問題提起的なコメントを必ず返すこと。

成績評価の方法
　レジュメの内容(20%)、討論態度(40%)、プレゼンテーション(20%)、レポート(20%)などによる総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
以下の点に沿って、その達成度に応じて評価する。
１．積極的かつ建設的な議論ができる。
２．批判能力を高める。
３．説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。
４．意見を文章で表現できる。
５．形式の整った文章を作成できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
　議論の展開に応じて、授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

卒業論文のテーマに関する話し合い

卒論テーマを考える。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

卒業論文のテーマに関する話し合い

卒論テーマを考える。 60

テーマ・概要
3年次の演習の内容の継続。自分の興味関心に即したテーマないしは卒論のテーマについての演習参加者の報告とそれにかんする質疑応答
を中心に演習をすすめる。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために、自分の興味関心に即したテーマに関して一定水準以上の卒論を執筆で
きる力をつけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｊ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431107

4 2019年度 前期

- 1254 -



第4回

第5回

第6回

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

60

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

第9回 卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

第7回

第8回

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

60

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。

60

第10回

60

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

120

60

第15回

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。 60

卒論テーマに関する演習参加者の報告と質疑応答

報告者の報告をもとに自分の卒論の方向性を考える。

まとめ

卒論テーマについてのレポートを書く。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習参加者が順番に自分の関心のあるテーマにかんして報告し、それにかんして質疑応答するという形式で演習をすすめる。

成績評価の方法
平常点（６0パーセント）、卒業論文の準備を兼ねてのレポート(４０パーセント）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・自分の興味関心に即したテーマに関して一定水準以上の卒論を執筆できる力をつけることができたか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくになし。

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

演習参加者による報告と質疑応答

報告準備 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

演習参加者による報告と質疑応答

報告準備 120

演習参加者による報告と質疑応答

報告準備 120

テーマ・概要
自分の卒業論文のテーマに関する報告と執筆を中心に演習を進める。

ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために、自分の興味関心に即したテーマに関して一定水準以上の卒論を執筆で
きる力をつけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｊ

松浦　義弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151431108

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

演習参加者による報告と質疑応答

報告準備 120

演習参加者による報告と質疑応答

120

卒業論文の執筆 120

第9回 自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

第7回

第8回

報告準備

演習参加者による報告と質疑応答

報告準備 120

演習参加者による報告と質疑応答

120

報告準備 120

自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

卒業論文の執筆
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120

第11回

第12回

第13回

自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

卒業論文の執筆

自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

卒業論文の執筆

自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

卒業論文の執筆

120

第10回

120

自分の卒業論文のテーマに関する執筆と相談

120

120

第15回

卒業論文の執筆 120

卒業論文の執筆完成とチェック

卒業論文の執筆と完成

卒業論文の執筆完成とチェック

卒業論文の執筆と完成

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習の前半は、演習参加者が順番に自分の関心のあるテーマにかんして報告し、それにかんして質疑応答するという形式で演習をすすめ
る。演習の後半は、卒業論文を各自執筆し、その内容について相談をうけるかたちで演習をすすめる。

成績評価の方法
平常点（40パーセント）、卒業論文の執筆（60パーセント）。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・一定水準以上の卒業論文を執筆することができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくになし。

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（以下のような流れで進める予定である。実際の内容は、現実の国際情勢や研究の動向、受講者の構成や反応などにより、修正
することがある。）

イントロダクション

講師の問題関心と授業の概要について説明し、受講者の関心を聴取する。
【予習・復習】シラバスをよく読み、授業の概要を把握する。国際関係の現象や研究に関連して自分が
もっている問題関心を整理し、今後の勉強の計画をたてる。。

40

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

国際社会をとらえる基礎概念（２）

国際社会のベースとなる主権・国民国家体制について、その形成過程を解説し、矛盾を考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

国際社会をとらえる基礎概念（１）

国際社会という「場」の特徴を整理し、それを構成する主体の多様性についても理解を深める。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

テーマ・概要
この授業では、国際関係研究（国際関係論、International Relations）とよばれる学問分野についての概説を行う。国境を越えるさまざ
まな現象を把握し理解するための基礎概念や思考枠組みを、実際のニュースや国際問題を取り上げながら解説する。
国際関係研究は、その名が示すように、「国家から成る世界」を前提として20世紀に確立した新しい学問である。その一方で、研究対象た
る現実の世界が大きく変化していく中、学問的意義や有効性がつねに問い直される状況にある。講義では、学問研究と現実世界の相互関係
を重視し、社会・世界を研究することのおもしろさを受講者に伝えられればと考えている。
＊授業の具体的な内容や予定は、履修者の状況等によって調整、変更する可能性がある。

国際関係論の基礎概念や思考枠組みについて理解を深めるとともに、現代の国際関係や、国際社会の歴史的変化を、自分なりに分析し考察
できるようになることを目標とする。
講義内容は主としてDP1（教養の修得）の実現につながるが、インタラクティブな授業を通して間接的にDP２（課題の発見と解決）、DP4
（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）の実現も目指している。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際関係論

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

国際関係をとらえる基礎概念（３）

パワーの概念について解説し、その諸側面を考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

国際社会のとらえかた（１）

リアリズムの考え方について解説し、勢力均衡、安全保障のディレンマといった鍵概念への理解を深める。

60

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

第9回 国際関係のマネジメント（２）

一国の立場からみた対外政策について、その形成過程や主要な研究上のテーマを概説する。

第7回

第8回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

国際社会のとらえかた（２）

リベラリズムと相互依存論の考え方を解説する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

国際社会のとらえかた（３）

国際関係に対する「南」からの視点について解説するとともに、グローバル化の概念にも議論を広げる。

60

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

国際関係のマネジメント（１）

主権国家間関係の運営である外交の基本原則について概説する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。
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60

第11回

第12回

第13回

国際関係のマネジメント（３）

外交の発展と変容について、国際関係の歴史的展開とからめながら考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

国際関係の制度化（１）

国家間の利害を調整し、国際協力を推進する仕組みとしての国際制度・国際組織について概説する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

国際関係の制度化（２）

前回に引き続き、国際関係をより確実なものとする仕組みについて概説する。国家間協力よりも一歩進んだ取り組みとしての地
域統合にも目を向ける。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

第10回

60

国際関係研究の地平の拡大

主権・国民国家システムの変容期である現在の国際関係の特徴を整理し、新しい研究課題を紹介する。

120

60

第15回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

まとめ

一学期間の授業をふりかえり、要点を確認する。
到達度確認テストに向けた復習のポイントを説明する。

【予習・復習】一学期間の学修をふり返り、自分の知識や考察の広がり、疑問や批判などを整理する。
授業で説明された要点もふまえつつ、到達度確認テストに向けて勉強する。

到達度確認テスト

これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行う。
受講人数が多い場合は、期末テスト期間中にテストを行う。

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。
【復習】到達度確認テストの結果をふまえつつ、この授業をふり返り、到達目標と自分の理解度とを点
検し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
講義を中心とするが、できるだけ双方向の授業をめざす。毎回の講義の後、受講者にリアクションペーパーで授業内容に関する質問や意見
をフィードバックしてもらい、次回の授業で解説を行う。受講者の構成や授業の進度により、学期の途中で小規模な課題を課すことも考え
ている。
授業では、講義の要点や参考文献を掲載したレジュメを配布する。受講者には、毎回のノートの復習のほか、世界や身の回りで起きている
ものごとにメディア等を通して注意を払う、授業内で紹介する参考文献を読む等、自主的かつ積極的な学修を求める。

成績評価の方法
リアクションペーパーおよび課題70％、到達度確認テスト（1回）30％をめやすに評価する。
リアクションペーパーで有意義な質問やコメントを寄せるなど、とくに積極的に参加した受講者には、プラス評価を加味する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
世界史や政治経済、倫理等の基礎知識があると、授業の理解に役立つ。高校で選択していないなど、苦手意識のある受講者には、自主的な
学修を推奨する。
関連科目：平和学、国際文化論、国際政治経済学等

テキスト
特に指定しない。

参考書
田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』有斐閣、2010年。
村田晃司ほか編『国際政治学をつかむ』（新版）、有斐閣、2015年。
ほか、開講時および授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス　—この授業で何を学ぶか

授業に関連する事項を予習する。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

変動する国際環境

授業に関連する事項を予習する。 90

世界をどう捉えるか

授業に関連する事項を予習する。 90

テーマ・概要
【平和と安全はどのように維持できるか　—安全保障の多面的考察】

「平和」とはどのような状態を指すのだろう？誰が、どのように維持しているのだろう？混沌とした国際情勢にあって、「国際の平和と安
全」を維持する目的で作られた国連は今でも有効だろうか？

この授業では、伝統的な安全保障論では必ずしも取り上げられなかった様々な論点を取り上げながら、平和と安全保障にかかわる学説や政
策論議を多面的に考察する。

より具体的には、国連やNGO、さらには軍を含めた、平和と安全の多様な担い手（アクター）の活動に着目しつつ、平和と安全保障の個別
の課題（イシュー）を検証する。

なお、担当教員は外務省（専門調査員、外務事務官）および法務省（難民審査参与員）での実務経験を有する。保秘義務に反しない範囲
で、実務経験に基づく知見を授業内で共有する機会を設けたい。

（おおよそ下記の授業計画に従って授業を進める。変更する場合もある。）

DP1（総合的思考力）、DP2（課題の発見と解決）、DP6（専門分野の知識・理解）を実現するため、下記を到達目標とする。
・国際関係を巨視的な観点で考えることができる。
・現代世界が直面する諸問題を理解できる。
・国際平和と安全保障における課題を自ら発見することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

平和学

墓田　桂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433102

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

多様な脅威、多様な戦争

授業に関連する事項を予習する。 90

映像資料の視聴

90

授業に関連する事項を予習する。 90

第9回 平和構築の取り組み

第7回

第8回

授業に関連する事項を予習する。

国際関係の多様な見方と安全保障の方法論

授業に関連する事項を予習する。 90

国連と集団安全保障

90

授業に関連する事項を予習する。 90

国連の平和維持活動

授業に関連する事項を予習する。
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90

第11回

第12回

第13回

大規模な人権侵害と移行期正義

授業に関連する事項を予習する。

多様な安全保障の方法論

授業に関連する事項を予習する。

「人間の安全保障」の思想とその限界

授業に関連する事項を予習する。

90

第10回

90

予備日（映像資料の視聴）

90

※到達度試験の準備学修
は、個人の判断に委ね
る。

第15回

授業に関連する事項を予習する。 90

到達度試験

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

まとめ

これまでの授業で学んだ事項を復習する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。関連した映像資料を見る予定。なお、上記の授業計画は変更することもある。

成績評価の方法
平常点（20%）、到達度確認テスト（80%）を組み合わせた総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目はなし。（※予備知識がなくとも、国際情勢への関心があれば授業についていくことは可能です。）

テキスト
特に指定しない。

参考書
授業中に配布するレジュメの中で提示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

　以下のような流れで進める予定である。
　受講者の構成や関心などによって、講義の構成や進度を調整する可能性もある。

イントロダクション

講師の問題意識と授業の概要を説明し、受講者の関心を聴取する。
【予習・復習】
シラバスをよく読み、授業の概要を把握する。国際関係や文化に関連して自分がもっている問題関心を
整理し、今後の勉強の計画をたてる。

40

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

国際関係の研究史と文化の視点

国際関係研究の発展史を概説し、「文化の視点」が必要とされる背景を明らかにする。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

文化からみる国際関係（１）　国民国家と文化

国際関係の基本的単位主体ある国民国家が「文化的まとまり」であることを解説し、国民文化という「あたりまえ」の裏にある
問題性について考察する。

文化の概念

研究の基本概念である「文化」について、その意味の広がりや概念の歴史的形成・発展を理解する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

テーマ・概要
　この授業では、「国際関係における文化」をめぐるさまざまなトピックを扱う。その際に、文化という概念の歴史的変遷や、その多義的
な意味内容にとくに注意を払う。各トピックに関する主要な研究動向と、現実世界の歴史的展開や今日の状況、国際関係と私たち自身との
つながりを、バランスよく学修することを目指したい。
　授業の前半では、国際関係を分析する「枠組み」としての文化、後半では、国際関係を媒介する「要素」としての文化に焦点を当てる。
全体を通して、「国家（政府）間だけではない国際関係」や、「いわゆる政治や経済とは異なった領域の国際関係」に注目することになる
であろう。授業全体を通して、そうした「文化の国際関係」が、「国家（政府）間の国際関係」や「政治や経済とよばれる領域の国際関
係」と密接に関連しており、ときにはそれらを規定し動かす力をもっていることを、認識していければと考えている。
＊授業の具体的な内容や予定は、履修者の状況等により調整、変更する可能性がある。

　講義全体を通して、「国際関係における文化」に関する研究や議論の広がりを概観し、主要な研究・議論の大まかな内容をつかむことを
ねらいとする。国際関係を、国家間の関係や狭い意味での政治・安全保障に限定せず、より幅広い、かつ私たちの身近なものとして考える
手がかりを提供できればと考えている。
講義内容は主としてDP1（教養の修得）の実現につながるが、インタラクティブな授業を通して間接的にDP２（課題の発見と解決）、DP4
（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）の実現も目指している。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化論

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433103

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

文化からみる国際関係（２）　文化と「西洋近代」

国際関係研究のもとになっている欧米や西洋の考え方と、それとは違う考え方との関係、西洋と非西洋の関係について考察す
る。

60

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

文化でつくる／文化がつくる国際関係（２）国際関係の文化的運営の歴史的展開・１

国際関係の文化的運営の歴史を概説する。主に「帝国主義の時代」までの時期を扱う。

第9回

第10回

文化でつくる／文化がつくる国際関係（１）国際関係の文化的運営

「国際関係が異文化間関係であるならば、文化的手段を用いて国際関係を形づくることができる」という考え方を紹介し、文化
を資源・媒介とした国際関係の運営のさまざまなパターンを解説する。

第7回

第8回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

文化からみる国際関係（３）文化的境界に沿った対立・衝突

20世紀後半以降、文化相対主義的な考え方が国際関係の現実や研究に及ぼしたインパクトを、批判的に考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

文化からみる国際関係（４）グローバル化の中の偏見と憎悪

ポスト冷戦、とりわけ「9・11」後の世界において、「対立と憎悪の負のスパイラル」が生じている状況を概説する。

60

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

文化からみる国際関係（５）　負のスパイラルを乗り越えるために

文化的境界線に沿った対立・衝突を乗り越え、多様な人びとが共生するための方策を考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。
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60

第11回

第12回

第13回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

文化でつくる／文化がつくる国際関係（３）　国際関係の文化的運営の歴史・２

国際関係の文化的運営の歴史を概説する。主に「世界大戦の時代」から「冷戦の時代」にかけてを扱う。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

文化でつくる／文化がつくる国際関係（４）　グローバル化時代の国際文化関係運営

ポスト冷戦期における国際文化関係運営の新しい発想やトレンドを紹介するとともに、そうした新しい動きがもたらす可能性と
問題性を考察する。

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

第10回

授業の方法

60

文化の視点からみえてくるもの

地域を単位とした国際文化関係運営の試みが進む一方で、「意図せざる文化交流」が国際関係を動かすようになっている今日的
現実に注目し、国際関係における「文化の視点」の重要性を確認する。

120

60

第15回

【予習】ネット、新聞等で国際情勢や時事問題を把握しておく。
【復習】授業のノートをおさらいし、基礎概念やキーワードについて説明できるようにする。関連の参
考文献を読む。

60

まとめ

一学期間の授業をふりかえり、要点を確認する。
到達度確認テストに向けた復習のポイントを説明する。

【予習・復習】一学期間の学修をふり返り、自分の知識や考察の広がり、疑問や批判などを整理する。
授業で説明された要点もふまえつつ、到達度確認テストに向けて勉強する。

到達度確認テスト

これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテストを行う。
受講人数が多い場合は、期末テスト期間中にテストを行う方向で調整する。

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。
【復習】到達度確認テストの結果をふまえつつ、この授業をふり返り、到達目標と自分の理解度とを点
検し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

　講義を中心とするが、できるだけ双方向の授業をめざす。
　授業内容に関連する質問項目について、アンケートや小課題の形式で受講者に答えてもらい、その分析結果を手がかりにして講義を進め
ていく。
　これとは別に、毎回の講義でリアクションペーパーを配布し、授業を簡単に振り返ってもらうと同時に、受講者からの質問や意見を受け
付ける。寄せられた質問等に対しては、次回の授業で解説を行い、理解を深める手助けとする。
　授業では、講義の要点や参考文献を掲載したレジュメを配布する。受講者には、毎回のノートの復習のほか、世界や身の回りで起きてい
るものごとにメディア等を通して注意を払う、授業内で紹介する参考文献を読む等、自主的かつ積極的な学修を求める。

成績評価の方法
リアクションペーパーおよび課題70％、到達度確認テスト（1回）30％をめやすに評価する。
　リアクションペーパーで有意義な質問やコメントを寄せた受講者には、成績評価の際にプラス評価を加味する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　受講者は、報道や身の回りの事象に目配りするなどして、現代世界の動向につねに注意を払うことが求められる。高校の世界史履修は必
須ではないが、講義は現代史の知識を前提とした内容になるので、苦手意識のある受講者は自主的な学修を行うことが望ましい。
　本講義は、米国を中心に発展してきた国際関係論（International Relations、国際政治学）を批判的に乗り越える立場から組み立てら
れている。国際政治学の基礎的知識がなくても理解できるように講義しているが、意欲のある受講者は「参考書」欄に挙げた図書等の概説
書を用いて自習することを奨めたい。
　また、「国際関係論」、「国際政治経済学」、「平和学」、「文化人類学」等、関連する基礎的科目を、先に（あるいは、一緒に）履修
すると、講義の理解がより容易になるであろう。

テキスト
決まったテキストは使用しない。

参考書
講義内容に直接関連する文献やネットの情報は、授業中に適宜紹介する。

以下は一般的な国際関係論（国際政治学）のテキストとハンドブックである。本講義とは内容を異にするが、講義内容の理解を深めるため
の参考として勉強を奨めたい。
村田晃司ほか『国際政治学をつかむ』（新版）有斐閣、2015年。
ジョゼフ・S.ナイ・ジュニア、デイヴィッド・A.ウェルチ（田中明彦・村田晃司訳）『国際紛争--理論と歴史 原書第9版』有斐閣、2013
年。
田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』［新版］有斐閣ブックス、2010年。
山影進『国際関係論講義』東京大学出版会、2012年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション—授業の概要と進め方について

シラバスを確認しておくこと。 15分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

国際開発協力（２）—ミレニアム開発目標（MDGs）／持続可能な開発目標（SDGs）

・国連ミレニアムサミットとMDGs
・MDGsの評価とSDGs

事前に配布する資料の熟読。 60

国際開発協力（３）―ソーシャルビジネス、BoP（貧困層）ビジネス

・ソーシャルビジネス、BoPビジネスという概念
・グラミン銀行
・ソーシャルビジネス、BoPビジネスの製品・サービスの具体例
・（株）日本ポリグルの水質浄化剤とその国際展開の事例

国際開発協力（１）—第二次世界大戦後の国際開発協力の沿革

・反共政策としての戦後復興支援計画
・植民地独立後の開発協力
・経済開発から社会開発、参加型開発へ

事前に配布する資料の熟読。 60

テーマ・概要
一国では解決できない問題の解決や低減について、国境を越えて取り組む行動の総称である国際協力は、開発、環境、自然保護、安全保
障、経済、人権保護、保健衛生、人道支援といった様々な課題のものがある。またそれらに取り組むアクターも、国連その他の国際機関、
政府や政府系援助機関、民間企業、NGO/NPOといったグローバルな市民社会など多様である。方法もまた多様であり、たとえば途上国にお
いて直接的な支援活動等を行うものから、貧困や環境といった国際的な問題について広く関心を喚起する取り組みや、政策提言によって市
民社会が各国政府を動かすという取り組みもある。この授業は国際協力の概論として、これらの具体的な課題やアクター、その方法論につ
いて講義を行う。

国際協力の諸課題と、様々なアクターがどのような方法でその解決や低減に取り組んでいるかを理解する。
到達目標

授業の計画と準備学修

国際協力論

小峯　茂嗣

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

事前に配布する資料の熟読。 60

国際協力活動事例報告（１）

60

事前に配布する資料の熟読。 60

第9回 国際協力活動事例報告（３）

第7回

第8回

事前に配布する資料の熟読。

国際平和協力（１）—冷戦と国連の紛争解決

・国連による紛争の平和的解決制度
・平和維持活動（PKO）の誕生と発展

事前に配布する資料の熟読。 60

国際平和協力（２）—冷戦後の武力紛争と国際平和協力の変容

・冷戦の終結
・局地的武力紛争頻発の背景
・国連事務総長報告「平和への課題」
・開発援助機関が取り組む平和構築の課題
・冷戦後の紛争事例（カンボジア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルワンダ、コソボ、東ティモール、アフガニスタン、シリア、
イラク　等）

60

事前に配布する資料の熟読。 60

国際協力活動事例報告（２）

事前に配布する資料の熟読。
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60

第11回

第12回

第13回

国際平和協力（４）—国連平和維持活動（PKO）

・冷戦後のPKOの変容
・文民保護、「保護する責任（R2P）」
・南スーダンPKOの事例

事前に配布する資料の熟読。

国際平和協力（５）―シリア内戦と難民問題

・シリア内戦の背景
・シリア難民が置かれている状況
・難民支援の実情と課題

事前に配布する資料の熟読。

国際平和協力（６）―人命救助は平和をつくるのか？

・国際人道支援の沿革
・国際人道支援と平和構築
・国際人道支援の今後の課題

事前に配布する資料の熟読。

60

第10回

60

国際平和協力（７）―武力紛争と子ども兵士問題

・子どもが紛争に動員される背景
・紛争が子ども兵士に与える心身への影響
・子ども兵士の社会復帰の問題

60

60

第15回

事前に配布する資料の熟読。 60

国際平和協力（８）―紛争鉱物とその取り締まり

・天然資源が紛争を助長する構造
・紛争ダイヤモンド問題の事例
・資源を通じて先進国と紛争国の関係の理解を深める

事前に配布する資料の熟読。

振り返りグループワーク

第2回から第14回の復習。

第14回

- 1276 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
　講義を中心に行うが、グループディスカッション（5〜6人で一組）などによる参加型・双方向の授業にも重点を置く。このような形態に
馴染めない、または積極的に取り組めない者は、履修しないことをすすめる。
　理解を深めるために、資料映像等も使用していく。
　2回程度の宿題を課する。内容に関して疑問に思ったことを「問い」として立て、それについての答えを文献資料等の調査を踏まえて論
ずる。

成績評価の方法
平常点、2回の宿題、期末レポートにより、評価する。
評価項目ごとの評価割合（％）は、平常点（30％）、2回の宿題の提出（20％）、期末レポート（50％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
配点は、平常点（30点）、2回の宿題の提出（20点）、期末レポート（50点）。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
●関連科目：平和学

テキスト
特になし。

参考書
授業中に提示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

グローバリゼーションとは？
「グローバリゼーション」という言葉が何を意味するのかを説明する。また「国際化」など関連する概念も合わせて説明する。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ＴＲＩＰＳと医薬品アクセス問題
貿易関連知的財産権（ＴＲＩＰＳ）協定について学ぶ。医薬品アクセス問題を取り上げる。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

モノの移動
国際貿易を律するグローバルな枠組みであるＧＡＴＴと世界貿易機関（ＷＴＯ）の歴史的展開と現在の課題について解説する。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

テーマ・概要
本講義は、国際政治学のアプローチからグローバリゼーション、とくにその経済的側面に対する理解を深めることを目的とする。コースの
前半では、国境を越えるモノ、サービス、情報、カネ（資本）、人の移動によって進展するグローバリゼーションのさまざまな様相を概観
する。後半では、グローバリゼーションへの政策的対応を「規制」という切り口から検討し、どのような規制がグローバルおよびナショナ
ルなレベルで作成、実施されているのかを具体例を挙げて論じる。グローバリゼーションと呼ばれる事象が現代の政治、経済、社会にどの
ような影響をもたらしているのかを探ることが講義全体の大きなテーマである。

グローバリゼーション時代に世界が直面するさまざまな問題を国際政治経済学の文脈で理解できるようになる。また国際政治経済を律する
取り決めが国内に（しかも意外に身近なところにまで）どのような影響を及ぼしているのかを理解できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際政治経済学

須田　祐子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433105

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

サービスの移動
サービス貿易一般協定（ＧＡＴＳ）について通信分野と放送分野に焦点をあてて解説する。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

情報の移動
情報通信の発達を概観する。また国家間のディジタルデバイド（情報格差）の問題について考える。

60

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

第9回 環境問題（１）
オゾン層保護と気候変動対策（地球温暖化防止）に関する国際的枠組みを比較しながら地球環境問題に対する国際的取組みにつ
いて考える。

第7回

第8回

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

資本の移動
生産の多国籍化について多国間投資条約（ＭＡＩ）とＯＥＣＤ外国公務員贈賄防止条約の事例を通じて考える。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

人の移動
ＧＡＴＳと「人の移動」、ＦＴＡ・ＥＰＡによる労働力移動の自由化について解説する。
※課題（１）配布

60

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。課題に取り組む。

90

グローバルな不法経済
麻薬と資金洗浄への対策を事例として、国際的取り決めがどのように国内規制に影響を及ぼすのかを見る。
※課題（１）提出

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。
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60

第11回

第12回

第13回

環境問題（２）
有害物質のグローバルな規制について有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約と水銀に関する水俣条約などを例として考え
る。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

遺伝子組み換え作物
生物多様性条約カルタヘナ議定書とコーデックスガイドラインを対比させて、貿易と環境の交錯するところでの国際規制の難し
さを考える。

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。課題で間違えた箇所があればしっかり確認する。

認証と資源管理
森林管理協議会（ＦＳＣ）と海洋管理協議会（ＭＳＣ）の認証制度について学ぶ。またキンバリープロセスについて学ぶ。
※課題（１）返却、解説

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

60

第10回

60

インターネットで変わった？
インターネット時代の著作権保護、プライバシー保護、児童ポルノ規制について、国際的な取り決めがどのように発展してきた
のかを考える。
※課題（２）配布

120

60

第15回

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。課題に取り組む。

90

宇宙開発
GPS（全地球測位システム）を切り口として宇宙開発を国際政治経済学の視点から見てみる。
※課題（２）提出

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。

たばことアルコールの規制
たばこ規制枠組み条約の事例から国際的規制の国内への影響について考える。
※課題（２）返却、解説

レジュメで取り上げた用語の意味を理解し把握する。資料を読み直す。必要があれば参考書を参照す
る。課題で間違えた箇所があればしっかり確認する。期末試験に備えて総復習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義形式で行う。毎回、授業の概要をまとめたレジュメと参考資料を配布する。適宜、映像資料を教材として使用する。授業で学習
したことを復習し、知識の定着を図るため、学期中に２回、課題を出す。

成績評価の方法
授業中に提出する２回の課題（各20％、合計40％）と学期末試験（60％）によって総合的に成績を評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。期末試験では、授業で取り上げたさまざまな問題について基本的理解ができているか
どうか、またそれらの問題の背景と経緯を的確に説明できるかどうかを評価の基準とする。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
野林健・大芝亮・納家政嗣・山田敦・長尾悟著『国際政治経済学・入門』第３版、有斐閣、2007年。
飯田敬輔『国際政治経済』東京大学出版会、2007年。
田所昌幸『国際政治経済学』名古屋大学出版会、2008年。
村田 晃嗣他『国際政治学をつかむ』有斐閣、2009年。
山田高敬・大矢根聡編『グローバル社会の国際関係論』有斐閣、2006年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション　
「講師のバックグラウンドと職務経験から得た視座」

（予習）紛争に関わる仕事について、どんな取り組みがあるのか、特に自分がどんなことに興味を持っ
たのか調べ、説明できるように準備をする。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

国連と紛争（１）紛争に関わるアクター達

（予習）UN Newsを読んで最近の記事の中から一つを選び１分間で説明できるように準備をする。 60分

平和とは何か？

（予習）UN Newsを読んで最近の記事の中から一つを選び１分間で説明できるように準備をする。 60分

テーマ・概要
　大規模人権侵害が発生した紛争中および紛争後において、国際社会が果たすべき役割と課題を中心に、国連や地域機構による現場レベル
における取り組み（国連平和維持活動PKO、和解・事実調査委員会、法の支配、SSR等）や国際的な刑事裁判（ICC、ハイブリッド刑事法
廷）の機能を平和構築論に依拠しながら考察します。国際的な視座も重要ですが、紛争後の社会が抱える課題に対し、草の根の視座からの
アプローチも重要視しています。本コースでは特にアフリカの紛争についての具体的な考察を行い、理解を深めます。国際協力やアフリカ
に興味のある方の受講を歓迎します。
　国際的なキャリアを形成するために、例えば語学は重要なスキルではありますが、自分の考えを臆さずに明確に相手に伝えることができ
ることも非常に重要です。私の現場での（ちょっと苦い）経験も踏まえながら、受講生の皆さんには、自分の考えを様々な情報からまと
め、発表する場を通して、知識だけではなく将来に役立つスキルを身に着けてほしいと考えています。
●第1回は毎回の予習課題等、本コースでの取組みについて説明しますので、履修を検討している方は必ず参加してください。

国際的なアクターが紛争中および紛争後において果たす役割と課題について整理し、グローカルな視座（国際的な分析と地域・国内からの
分析の両面を併せ持った課題の把握）から平和構築論にアプローチすることの重要性を理解する。そのため、日英の両言語を用いて具体的
な事例に関する情報にアクセスできるスキルを獲得し、興味を抱いた課題について主体的に探求し続ける姿勢を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際協力論特講Ｂ

藤井　広重

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151433107

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

国連と紛争（２）安保理決議を読んでみる
レポート執筆のガイダンス

（予習）課題として提示した安保理決議を読み比べて、それぞれの特徴を指摘できるように準備する。 90分

紛争下における人権侵害について考える（１）：　国際社会における枠組みの議論

60分

（予習）これまでに報告したUN Newsから気になる記事を選んでリサーチクエッションを作り、３分間
で説明できるように準備。

60分

第9回 人権侵害に関与した者の「責任」とは何かについて考える

第7回

第8回

（予習）UN Newsを読んで最近の記事の中から一つを選び１分間で説明できるように準備をする。

紛争下における人権侵害について考える（２）：　現場での取り組み

（予習）UN Newsを読んで最近の記事の中から一つを選び１分間で説明できるように準備をする。 60分

ディベート（１）
第６回までの講義を踏まえ受講生の関心に合わせてテーマを決める。

60分

（予習）ディベートの準備
必要に応じて参考資料も提示します。

9０分

人権侵害に関与する主体について考える
事例研究：南スーダン

（予習）これまでに報告したUN Newsから気になる記事を選んでリサーチクエッションを作り、３分間
で説明できるように準備。
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6０分

第11回

第12回

第13回

国際的な刑事裁判所のジレンマについて考える：法と政治のクロスロード
事例研究：ウガンダ、ケニア

（予習）講師が執筆したコラムを中心に講義中に提示します。

平和構築と移行期正義（１）

（予習）課題レポートの執筆状況について３分で共有できるように準備。

平和構築と移行期正義（２）
事例研究：南アフリカ、シエラレオネ

（予習）課題レポートの執筆状況について３分で共有できるように準備。

6０分

第10回

6０分

ディベート（２）
第１２回までの講義を踏まえ受講生の関心に合わせてテーマを決める。
●レポートの提出期限（予定）

9０分

9０分

第15回

（予習）ディベートの準備
必要に応じて参考資料も提示します。

9０分

レポートに基づくプレゼンテーション（１）と講評

（予習）プレゼンテーションの準備

レポートに基づくプレゼンテーション（２）と講評

（予習）プレゼンテーションの準備

第14回
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質問はできる限り授業中にお願いします。相談は、授業前後に時間を作りますので、希望する学生はメールでアポイントメントを取ってく
ださい。

授業の方法
本コースはインタラクティブな講義形式ですすめる。毎回、講義中にグループを作り、予習課題の共有やディスカッション、ロールプレイ
の時間も設ける。例えば、ディベートでは、ひとつのテーマに基づいて、賛成派、反対派、ジャッジの3名でグループをつくり、議論する
ことを予定している。また、レポートの作成も本コースにおいて評価の一つである。レポートの作成方法についても、講義中に問い（リ
サーチクエッション）のたて方から詳しく説明する。
本コースを通して、ニュース等での人権に関する報道に関心を持っていただきたい。現在、国際社会で議論されている人権問題についても
適宜紹介するので、国連からのニュースを講義前に確認してほしい。参考URL：http://www.un.org/News/　　また、スマートフォンを使用
している方は、UN Newsのアプリをダウンロードし、予習課題の共有時にはスマホを利用することも認める。
英語を講義中に読むこともあるため、必要な方は辞書を持参すること。

成績評価の方法
授業中に不定期で課すリアクションペーパーの提出(20％) 
　
ディベート(20%)2回×10点
レポート（40％）
プレゼンテーション（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予習課題は英語を読むことが多くなりますが、英語の能力は問わない。丁寧に予習を行うように心がけてください。

テキスト
上杉勇司・藤重博美編『国際平和協力入門:国際社会への貢献と日本の課題』（ミネルヴァ書房、2018年）
この他に講義でレジュメを配布します。

参考書
①上杉勇司・長谷川晋『紛争解決学入門ー理論と実践をつなぐ分析視角と思考法－』（大学教育出版、2016年）
②上杉勇司・小林綾子・仲本千津『ワークショップで学ぶ紛争解決と平和構築』（明石書店、2010年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：本講義のねらい、文献などの説明、受講上の留意点等

国際情勢をニュースで把握しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヨーロッパ統合前史１：二つの世界大戦とヨーロッパ

前回授業での課題解決と復習 80

ヨーロッパとは：ヨーロッパの地政学的状況

前回授業での課題解決と復習 70

テーマ・概要
　本講義ではヨーロッパの現状を理解するためにECの誕生から現在までのヨーロッパ統合の歩みを概観するとともに、現在のEUが抱えてい
る外交、経済社会問題、政治文化問題、Brexit問題の行方等を広く学ぶことを目標とする。
　その際、リージョナリズムの一例としてのヨーロッパ統合が直面している安全保障や地球環境といった諸問題、ウクライナをめぐるEUの
対ロシア関係、ヨーロッパの移民難民問題とテロ対策、ヨーロッパの地域統合のアジアへの応用可能性についても受講生の皆さんと議論す
る予定。

　2019年の世界はヨーロッパ政治の行方がカギを握ると考えられる。ヨーロッパの現状を正しく理解し、21世紀世界の行方を考えられる力
を身に着けることが目標である。
　また、 3.11のアクシデントを受けて、ヨーロッパでは原子力を含む気候変動・エネルギー安全保障政策の改革が進められている。日本
の震災復興において有用な政策もみられることから、次世代を担う皆さんもその実態を知り、日本の将来あるべき姿についてしっかり考え
られるようになってほしい。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際関係論特講Ｂ

上原　史子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433109

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ヨーロッパ統合前史２：ヨーロッパにおける平和模索

前回授業での課題解決と復習 80

ヨーロッパ統合史１：戦後復興とECSCの誕生

80

前回授業での課題解決と復習 80

第9回 ヨーロッパ統合の深化と拡大３：ECからEUへ

第7回

第8回

前回授業での課題解決と復習

ヨーロッパ統合史２：ヨーロッパの協調と対立

前回授業での課題解決と復習 80

ヨーロッパ統合の深化と拡大１：ECSCからECへ

80

前回授業での課題解決と復習 80

ヨーロッパ統合の深化と拡大２：1970年代から1990年代までの加盟国の増加

前回授業での課題解決と復習
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80

第11回

第12回

第13回

ヨーロッパ統合の深化と拡大４：冷戦後の東方拡大・クロアチアの加盟

前回授業での課題解決と復習

ヨーロッパ統合の深化と拡大５：BrexitでEUはじめての縮小か？

前回授業での課題解決と復習

グローバリゼーションとヨーロッパ統合１：世界の気候変動問題とヨーロッパ

前回授業での課題解決と復習

80

第10回

80

グローバリゼーションとヨーロッパ統合２：3.11とヨーロッパの原子力を含むエネルギー政策の展開

80

80

第15回

前回授業での課題解決と復習 80

グローバリゼーションとヨーロッパ統合３：ヨーロッパ統合の将来とアジア統合の可能性

前回授業での課題解決と復習

総括

前回授業での課題解決と復習

第14回
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授業に関する疑問は授業時間に解決するように心がけてほしい。その他の質問・相談等は授業前後に受け付ける。

授業の方法
　この授業はEUのニュースや映像も取り入れながら、講義のみならず、受講生とのディスカッションの時間も設定する。したがって受講に
際しては毎回の授業にアクティブに参加すべく、日々のヨーロッパ情勢・国際情勢をニュースや新聞・雑誌等でフォローしておくことが授
業時間外の必須条件である。
　また、ヨーロッパ情勢のハプニングに応じて講義内容や予定を変更する可能性が高いことを承知しておいてほしい。

成績評価の方法
　基本的に学期末試験または課題で評価する（85％）。受講人数によっては授業内課題・授業に対する積極性も加味する（15％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　ヨーロッパを中心に国際関係を広く学ぶことを目的としており、大学のあらゆる授業が関連科目となる。

テキスト
　滝田賢治・大芝亮・都留康子編著『国際関係学――地球社会を理解するために（第二版第二刷）』有信堂高文社、2018年

参考書
大芝亮編著『ヨーロッパがつくる国際秩序』ミネルヴァ書房、2014年
田中浩編著『EUを考える』未來社、2011年
バンジャマ・アンジェル、ジャック・ラフィット『歴史的大実験の展望：ヨーロッパ統合』創元社、2005年
田中素香・長部重康・久保広正・岩田賢治『新版　現代ヨーロッパ経済』有斐閣、2006年
内田猛男編著『地球社会の変容とガバナンス』中央大学出版部、2010年
宮本光雄著『エネルギーと環境の政治経済学』国際書院、2016年　など。
その他、毎回の授業で様々な文献・資料を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

・国際関係とは何か
・平和および「平和でない」とはどのような状態なのか

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

戦争と平和（２）2つの大戦：集団防衛体制と集団安全保障体制

・第1次・2次大戦についての基礎知識
・集団防衛体制、集団安全保障体制とは何か

60

戦争と平和（１） 主権国家の成立と勢力均衡

・主権国家の要件とは何か
・勢力均衡とは何か

60

テーマ・概要
平和とは何か。戦争や武力衝突がなければ平和なのか。「平和でない」状態とはどのようなものなのか。
日本を含めた国際社会はこれまで「平和」をどのように定義し、どのように「平和」を作り出そうとしてきたのか。
現代の世界において、平和はどのようにして脅かされるのか。
本講義は、時事問題にも触れながら、主権国家の成立から現代に至る、平和と紛争をめぐる様々な問題を発見し、分析し、理解するための
視点を提供する。国際関係や国際安全保障、国際協力など、関連する学問分野についても整理し、履修者が現代の国際情勢や、講義で扱う
様々な問題に関する知識と理解を深められるようにする。

1. 世界で起きている平和や紛争に関する時事問題を知り、その概要と背景を理解できる。
2. 平和を実現するための社会の条件を理解できる。
3. 国際社会と日本、そして自分自身との関わりを具体的に理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

平和学特講

小林　周

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433110

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

戦争と平和（３）核兵器：冷戦から北朝鮮まで

・冷戦についての基礎知識
・核兵器、核抑止についての基礎知識

60

戦争と平和（４）内戦と介入

60

・「アラブの春」「イスラーム国」およびシリア内戦について整理しておくこと 60

第9回 揺れる中東：シリア内戦はなぜ終わらないのか

第7回

第8回

・内戦とは何か
・内戦を防ぐためには何が必要なのか
・外部の介入によって紛争は防げる／止められるのか

戦争と平和（５）9.11と対テロ戦争

・9/11事件とは何か、なぜ発生したのか
・テロリズム、対テロ戦争とは何か
・非対称紛争とは何か

60

揺れる中東：「アラブの春」から「イスラーム国」まで(1)

60

・「アラブの春」「イスラーム国」およびシリア内戦について整理しておくこと 60

揺れる中東：「アラブの春」から「イスラーム国」まで(2)

・「アラブの春」「イスラーム国」およびシリア内戦について整理しておくこと
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60

第11回

第12回

第13回

国連のPKO活動と平和構築

・国連の役割とは何か
・PKOおよび平和構築とは何か

移民・難民問題

・現在の移民･難民問題について整理しておくこと

構造的暴力と積極的平和

・「構造的暴力」とは何か
・積極的平和と消極的平和との違い

60

第10回

60

「人間の安全保障」と日本の国際平和への貢献

180

120

第15回

・「人間の安全保障」とは何か
・日本は国際平和のためにどのような活動をしているのか（海賊対策や南スーダンへの自衛隊派遣な
ど）
・日本は国際平和に貢献するために何をすべき／すべきでないのか

60

講義のまとめ：平和を脅かすものは何か

これまで学んだ内容について確認し、理解しておくこと

講義内試験

これまで学んだ内容について確認し、理解しておくこと

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
・講義内容に応じて、グループディスカッションやゲスト講演などを予定している。
・理解を深めるために、講義中に映像資料を用いる。
・講義はシラバスに記載の予定に基本的には従うが、授業の進捗に応じて内容を変更することがある。

成績評価の方法
平常点（30％）と試験（70％）
平常点には、出席、講義中の質疑や発言、リアクションペーパーの提出を含む。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際政治や安全保障、各地域の社会・文化に関する科目を履修しておくのが望ましいが、それらの知識がなくとも履修は可能です。

テキスト
特に指定しない。

参考書
授業中に配布するレジュメの中で提示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入

文化人類学の学問的対象とは？
文化とは？
文化はなぜ複数形なのか？

文化人類学の入門書等を読んでおく。
異文化理解について考えておく。
シラバスを読んでおく。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

異文化理解の歴史とフィールドワーク（２）
参与観察

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

異文化理解の歴史とフィールドワーク（１）
マリノフスキーとトロブリアンド諸島

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

テーマ・概要
本授業はこれから文化人類学を学ぶうえでの入門の位置づけにあります。文化人類学は「文化とは何か？」「人間とは何か？」ということ
を、フィールドワークを通じて”実践的”に考える学問です。グローバル化が進展するなか、人、モノ、カネ、情報が国境を越え活発に移
動しています。しかし、他方で文化、宗教、歴史的背景などの違いからくる衝突も生まれています。今日、異文化を知ること、「他者」と
のコミュニケーションはますます重要になっています。しかし、「異文化を理解する」とはそもそもどのようなことでしょうか？一言でい
うと、それは自分にとっての「あたりまえ」を疑うことからはじまります。自分にとってのあたりまえや常識、価値観が、世界の人々や
「同じ」日本人を含む「他者」にとってはあたりまえではないことをみていきます。

ＤP（７問題発見能力及び多面的な分析能力）を身につけるため以下を到達目標とする。
１．文化人類学の基本的考え方を学ぶ
２．文化人類学の重要な方法論であるフィールドワークがどのように生まれたかということを知るとともに、フィールドワークの基本を知
る。
３．異文化理解について考察を深める。
４．「文化」「人種」「民族」への理解を深める。
５．世界の多様性について学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

文化人類学

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433201

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

異文化理解の歴史とフィールドワーク（３）
自文化中心主義と文化相対主義

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

人種とは？（１）
大航海時代、進化論と人種主義

60分

事前にファノンの文献、配布資料を読んでおく。講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点
を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介した参考文献を読む。

60分

第9回 民族とは？（１）
エスニック・グループ、エスニシティ、民族境界
国民国家と民族（ベネディクト・アンダーソン）
「日本人」とは誰か？

第7回

第8回

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

人種とは（２）
フランツ・フアノンと人種
植民地主義の内面化
ポストコロニアル状況への視点

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

人種とは？（３）
先住民と国民国家
ラテンアメリカと人種

60分

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

人種とは？（４）
映画「未定」

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。
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60分

第11回

第12回

第13回

民族とは？(２）
ルワンダのジェノサイドは民族紛争か？
映画「ルワンダの涙」

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

民族とは？（３）
ルワンダのジェノサイドは民族紛争か?
映画「ルワンダの涙」

事前にルワンダ及びジェノサイドについて文献等を読んで調べておくこと。

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

多様な人類学

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

第10回

60分

人類学の新たな射程

60分

60分

第15回

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

60分

人類学の視点からグローバル化を考える（１）
映画「未定」

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

人類学の視点からグローバル化を考える（２）
映画「未定」

講義後、ノート、配布資料を読み、復習をし、疑問点を明らかにして調べるとともに、適宜授業で紹介
した参考文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式です。理解を深めるために映像資料を用いたり、映画をみたりします。インタラクティヴな授業にするために授業中に適宜小レ
ポートを書きます。

成績評価の方法
評価は平常点（３０％）と試験（７０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
１．文化人類学の基本的考え方を学んだ。
２．文化人類学の重要な方法論であるフィールドワークがどのように生まれたかを知るとともに、フィールドワークについて理解した。
３．異文化理解、異文化コミュニケーションについて理解を深めた。
４．グローバル化と文化の関係について学んだ。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識はありませんが、文化人類学の入門書等を読んでおいて下さい。
後期開講の「フィールドワーク論」と連続しているので、あわせて履修することが望ましいです。
国際文化学科基礎演習（Ｉ、Ⅱ）で文化人類学関係の演習を並行受講すると理解が深まります。

テキスト
なし。

参考書
授業中適宜紹介します。
『ようこそ文化人類学へ: 異文化をフィールドワークする君たちへ 』川口幸大著　昭和堂
『詳論 文化人類学：基本と最新のトピックを深く学ぶ』桑山敬己・ 綾部真雄編　ミネルヴァ書房
『うしろめたさの人類学』松村圭一郎　ミシマ社
『ヤノマミ』国分拓　新潮文庫
『アンデスの宗教的世界』細谷広美　明石書店 
 
その他授業の中で適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：授業の内容、進め方、予習・復習の仕方などを説明する。
導入
・社会人類学との出会いを説明する。

[予習]自分がもっている社会人類学または文化人類学についてのイメージを整理しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文化進化論の時代(1)
・生物進化論や古生物学、地質学などと社会人類学の関係を理解する。
・文化進化論とマルクス主義の関係を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

社会人類学と各国人類学の成立
・１９世紀の西欧の知的背景と人類学的思考の成立を学修する。
・英・独・仏・米・日の「人類学」の誕生を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

テーマ・概要
本授業は「社会人類学」の入門講座である。社会人類学とはなにか、そしてどのような考え方を特徴とするのか。19世紀の社会人類学の誕
生から今日までの展開を説明し、その功罪とともに、課題と展望を浮かび上がらせる。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
1. 国別の人類学の特徴を説明できる。
2. 社会人類学と植民地主義のつながりを理解し、その功罪を指摘できる。
３． 異文化理解というスローガンの由来と問題点を説明できる。
４． 文化のしくみを理解する際の障壁を指摘できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会人類学

堀内　正樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433206

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文化進化論の時代（２）
・モーガン、タイラーなどによる文化進化の段階を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

文化進化論の時代（３）
・呪術と宗教の進化についての理論をフレーザーに即して理解する。
・フロイトの精神分析学との関係を理解する。

90

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

第9回 構造・機能主義の時代（２）
・マリノフスキーの呪術・宗教論を理解する。
・フランスの社会学者デュルケムの理論的影響を理解する。

第7回

第8回

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。

文化進化論の時代（４）
・文化圏説・文化伝播論、文化史学派の理論を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

近代社会人類学の曙
・スペンサー＆ギレンによるオーストラリア・アボリジンの調査からケンブリッジ大学トーレス海峡調査隊までのフィールド
ワークのプロセスを理解する。

90

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

構造・機能主義の時代（１）
・マリノフスキーの生涯と理論を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

構造・機能主義の時代（3）
・R・ブラウンの生涯と理論を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。

親族理論の基礎
・社会人類学の大きな支柱である親族理論の基礎を学修する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。

アメリカ文化人類学の展開
・パーソナリティ学派の展開プロセスを理解する。
・人類学と国家政策の関係を理解する。

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

90

構造主義革命
・記号論・音韻論の基礎を学修する。
・レヴィ・ストロースの構造主義を理解する。

60

120

第15回

[予習・復習]キーワードについて説明できるようにする。 90

達成度確認テスト
・これまでの学修内容についての理解を確認するためのテストを行う。

[予習]到達度確認テストに備え、これまでの学習内容を確認する。

実験民族誌とポストモダン
・到達度確認テストの結果をもとにして、構造主義以後の社会人類学の展開を把握する。
・今日的課題のありかを理解する。

[復習]この授業を振り返り、より高度な社会人類学へのステップを考える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
パワーポイントを用いた講義になる。講義内容は時代を追ったものなので、前回の講義内容を理解していないと講義は理解できない。毎回
復習をしっかりする必要がある。

成績評価の方法
到達度確認テスト（５０％）、講義中の発言や質問など授業への参加状況（５０％）などによる総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・進化論の思想特徴を説明できる。
・社会人類学とイギリス植民地主義の連携を説明できる。
・｢異文化理解｣という考え方の功罪を明確に説明できる。
・現代の課題を指摘できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

予習：文化人類学の基礎がわかるテキストを読んでみる。
復習：ガイダンスの内容とテキストを比較してみる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

親族構造・祖先崇拝に関する民族誌

予習：親族に関する知識をそろえる。
復習：自分の家系図を書いてみる。

60

アフリカ民族誌概論

予習：アフリカの地図を眺めてみる。
復習：授業で紹介された代表的研究を地図にマッピングしてみる。

60

テーマ・概要
　文化人類学で行う基本的な作業には１）フィールドワーク、２）民族誌作成がある。本講義では、おもにアフリカ地域において行われた
フィールドワークをもとに、人類学者の手により作成された民族誌を紹介しながら、人類学の学説的潮流、今日的な民族誌の位置づけに関
して明らかにしてゆく。

　アフリカをフィールドとした民族誌を扱いながら、民族誌的研究の概要をつかむ。民族誌をどのように読んで内容をつかむかがわかるよ
うになれば望ましい。

到達目標

授業の計画と準備学修

民族誌

関谷　雄一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433202

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

呪術に関する民族誌

予習：呪術について知っていることを整理してみる。
復習：日本人の信仰について考える。

60

宗教に関する民族誌

60

予習：アフリカの歴史について知っていることを整理してみよう。
復習：アフリカの歴史を扱った民族誌を読んでみよう。

60

第9回 歴史に関わる民族誌

第7回

第8回

予習：宗教について少し調べてみる。
復習：授業で考えさせられたことを整理する。

生業活動に関する民族誌

予習：アフリカの代表的産業は何か調べてみる。
復習：アフリカで仕事をする場合、自分だったらどんな仕事をするか考える。

60

移動する人々に関する民族誌

60

予習：アフリカを移動する人々にはどんな人たちがいるか考える。
復習：移動する人々が抱える問題について整理してみる。

60

物質文化に関する民族誌

予習：アフリカ文化について知っていることを整理してみる。
復習：物質文化にかかわる民族誌を読んでみる。
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60

第11回

第12回

第13回

言語文化に関わる民族誌

予習：アフリカの言葉について調べてみる。
復習：自分が調べた言葉に関し、授業で聞いた研究の枠組みから考察してみる。

芸術・音楽に関わる民族誌

予習：アフリカの芸術・音楽に触れてみる。
復習：アフリカ芸術の流れを整理して考える。

都市文化の民族誌

予習：アフリカの都市文化で知っていることを整理してみる。
復習：都市の民族誌を読んでみる。

60

第10回

60

メディア・コミュニケーションに関わる民族誌

60

60

第15回

予習：アフリカの携帯の普及について調べてみる。
復習：アフリカのコミュニケーションの特色に関して整理して考える。

60

社会開発に関わる民族誌

予習：アフリカの社会開発で知っていることを整理してみる。
復習：開発にかかわる民族誌を読んでみる。

まとめ

予習：14回の授業の内容をおさらいする。わからなかったことをメモしておく。
復習：よい期末レポートを書いてください。

第14回
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質問は、随時下記メールアドレスにて受け付ける予定。
sekiya@anthro.c.u-tokyo.ac.jp

授業の方法
講義が中心となるが、積極的な授業への貢献（発言やコメント）を歓迎する。

成績評価の方法
授業リフレクション（35％）・期末レポート（65％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
文化人類学の基礎をできれば勉強しておいてほしい。

テキスト
適宜紹介する。

参考書
適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「開発と人類学（１）」
開発の人類学Anthropology of Developmentと開発人類学Development Anthropologyの違いを解説し、全体の導入とする

シラバスを読んで、全体の流れを把握しておく 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「開発とは何か（２）」
開発に必要な「能力開発」と「保護」の関係について。地球環境の保護、感染症の防止の例をまじえて解説する

前回の復習と今回の予習 60

「開発とは何か（１）」
開発に必要な「個人の能力開発」と「集団の能力開発」について。ボリビアとマラウィの事例をまじえて解説する

前回の復習と今回の予習 60

テーマ・概要
開発における人類学の役割について論ずる。「開発とはいかなるものか」、「他の学問分野との関係はいかなるものか」、「人類学が貢献
できる部分はどこにあるのか」、について環境保護、貧困の削減、新生児・母親の保護、紛争と難民など、さまざまな分野を例にとって解
説する。教員が実際に参加した開発プロジェクトなどの実例をできるだけたくさん紹介する。

ほとんどの学生にとって実感がわかないであろう「国際協力」の現場を身近に感じることを目標とする。今世界で起こっている問題が日本
と無縁ではないことを理解することによって、身近な問題にも目を向け、自分ができることを考えるようになることをめざす。将来国際社
会で働くための準備になれば、講義の目標は大きく達成されたことになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

開発の人類学

木村　秀雄

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433203

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「人類学とは何か（１）」
人々の文化や信仰を不合理なものとして切り捨てない人類学の特徴を妖術や首借りの例をまじえて解説する

前回の復習と今回の予習 60

「人類学とは何か（２）」
人類学の基本的方法である「分厚い記述」と「解釈」について、仏教やアマゾニアの例をまじえて解説する。

60

前回の復習と今回の予習 60

第9回 「貧困の削減（２）」
世界における貨幣経済への依存、自給性の減退について、その現状と問題的を、具体例をまじえて解説する。

第7回

第8回

前回の復習と今回の予習

「環境保全（１）」
世界の自然環境の現状・保全対策・問題点について、国連環境開発会議やパリ協定などをもとにして解説する。

前回の復習と今回の予習 60

「環境保全（２）」
地球温暖化効果ガスの削減に連動した森林の保全と生物多様性の保全について、具体例をまじえて解説する

60

前回の復習と今回の予習 60

「貧困の削減（１）」
世界における貧困の変化・現状とその解決策について、日本の問題も含め、具体例をまじえて解説する。

前回の復習と今回の予習
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60

第11回

第12回

第13回

「母性保護とジェンダー（１）」
MDGsにおいて達成度が十分でなかった母性保護についてバングラデシュの例をまじえて解説する。

前回の復習と今回の予習

「母性保護とジェンダー（２）」
母性保護の課題に関係する文化規範やジェンダーの問題について、イスラム圏の例をまじえて解説する。

前回の復習と今回の予習

「紛争と難民（１）」
内戦などの紛争に関わる平和構築活動における人類学の役割について、ルワンダなどの例をまじえて解説する。

前回の復習と今回の予習

60

第10回

60

「紛争と難民（２）」
主として現在の世界の難民問題の現状と問題点について、日本の対策の遅れも含め、具体例をまじえて解説する。

60

60

第15回

前回の復習と今回の予習 60

「開発と人類学（２）」
開発におけるさまざまな学問分野の重なり合いと人類学の役割についてまとめる

前回の復習と今回の予習

「総まとめ」
これまでの講義内容を復習するとともに試験の準備をする

前回までの総復習

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的に講義形式で行う。受講生に教員が適宜問題を投げかけ、考えてもらう機会を設ける。毎回の授業でパワーポイントを使って講義す
るが、授業前に次の回のスライドを授業資料としてポータルに載せるので、それをダウンロードしたりプリントアウトしたりして授業に持
参すると授業ノートがとりやすい。

成績評価の方法
基本的に期末試験の結果によるが、授業への参加度も加味して最終的な評価を決定する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
人類学・政治学・経済学の基本的な知識を持っていることが望ましいが、その関連の授業を履修していることが必須ではない。これらの学
問に基本については講義の中でも解説する。

テキスト
とくに定めない

参考書
講義の中で適宜紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入部
ラテンアメリカ地域の概観

事前に『ペルーを知るための６６章』を１度読見通しておく。
授業後、配布資料、ノートを読み返す。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

インカ帝国

事前に教科書を読む。
授業後、ノート、配布資料を読み返す。

60分

最初のアメリカ人、アンデスの古代文明

事前に教科書を読む。
授業後、ノート、配布資料を読み返す。

60分

テーマ・概要
　グローバルな社会において異文化理解が求められていますが、そもそも異文化を「理解する」というのはどういうことなのでしょうか？
異文化理解や異文化間コミュニケーションにおいては、「他者」の存在に気づき、自らにとっての「あたりまえ」や「常識」を相対化して
いくことが必要です。前期開講の授業「文化人類学」で、方法論としてのフィールドワークの重要性について学びました。本授業では具体
的事例を扱うことでフィールドワークへの理解を深めます。
　具体的には、世界遺産マチュピチュ遺跡で知られるインカ帝国が栄えたアンデス地域の先住民文化及びグローバル化が進展する世界と先
住民の関係をみていきます。そして全く異質にみえる文化の基底にある論理や、短期的視点からみれば非合理にみえる行動の背後にある長
期的レベルでの自然環境への適応等を解き明かしていきます。
　また、異文化は遠く離れた海外にのみあるのではなく、私たちの周囲にも様々なかたちであることへと目を向け、フィールドワークの可
能性を拓いていきます。

ＤP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を身につけるため、以下を到達目標とします。
文化人類学のフィールドワークという方法論について理解を深めます。
異文化理解への知見を深化し、グローバルな社会への柔軟な適応力を培います。
ラテンアメリカ地域や先住民から歴史をみることを通じて世界史を相対化します。
先住民という存在について、その歴史的背景を含め理解を深めます。

到達目標

授業の計画と準備学修

フィールドワーク論

細谷　広美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433204

1 2019年度 後期

- 1310 -



第4回

第5回

第6回

大航海時代とアメリカ大陸の「発見」
インカ帝国の征服と植民地支配

事前に教科書を読む。
授業後、ノート、配布資料を読み返す。

60分

アンデス文明とヨーロッパ文明の遭遇
コンタクト・ゾーン（接触領域）

60分

事前に教科書を読む。
授業後、ノート、配布資料を読み返す。

60分

第9回 妖怪と他者、植民地主義、征服の記憶

第7回

第8回

事前に教科書を読む。
授業後、ノート、配布資料を読み返す。

人種と社会
文化的シティズンシップ

事前に教科書を読む。
授業後配布資料、ノートを読み返す。

60分

アンデスの宗教（１）

60分

事前に教科書を読む。
授業後配布資料、ノートを読み返す。

60分

アンデスの宗教（２）

事前に教科書を読む。
授業後配布資料、ノートを読み返す。
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60分

第11回

第12回

第13回

紛争、移行期正義と真実委員会

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

平和構築と人権、正義

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

グローバル化と格差、移民（１）

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

60分

第10回

60分

グローバル化と格差、移民（２）

60分

60分

第15回

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

60分

開発援助と地域文化

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

人類学の多様な射程

授業後、ノート、配布資料を読み返す。
適宜参考文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
授業は講義形式です。理解を深めるために適宜映画等もみます。

成績評価の方法
平常点３０％、学期末試験７０％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
文化人類学におけるフィールドワークについて理解を深めた。
アンデス地域の歴史と文化について知見を得た。
先住民という存在及び国際社会におけるその位置づけを理解した。
異文化理解に関する理解を深化した。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
前期開講の「文化人類学」を履修していることが望ましいです。
授業開始前に教科書を１度読了しておくと講義の理解が深まります。
学科の専門科目として様々な文化人類学関係の科目（開発の人類学、民族誌論、社会人類学、エスニック・スタディーズ、文化人類学特
講、社会人類学特講等）が開講されているので、あわせて受講すると理解が深まります。
ラテンアメリカの大半の地域でスペイン語が使用されているので、スペイン語を履修するとより理解が深まります。

テキスト
『ペルーを知るための６６章』（明石書店）（第２版）　細谷広美編　明石書店　2000円＋税　
＊第１版（６４章）と誤って購入しないように注意して下さい。

参考書
『アンデスの宗教的世界ーペルーにおける山の神信仰の現在性』細谷広美明石書店　1997年
『大地と神々の共生―自然環境と宗教 (講座 人間と環境)』鈴木政崇編　昭和堂　1999年
『他者の帝国ーインカはいかにして「帝国」となったか』染田秀藤・関雄二編　世界思想社　2008年
『人類文化の現在：人類学研究』（放送大学大学院教材）内堀基光・山本真鳥編　放送大学教育振興会　2016年
『コロンブスの不平等交換： 作物・奴隷・疫病の世界史』山本紀夫　角川選書 2017年 
　
『グローバル化する＜正義＞の人類学：国際社会における法形成とローカリティ』細谷広美・佐藤義明編　昭和堂　 2019年

その他授業中に適宜紹介していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーションと教師自己紹介

復習課題１ 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ラテンアメリカ音楽の歴史と現在：キューバを例に

復習課題３ 120

ラテンアメリカ音楽の概要

復習課題２ 120

テーマ・概要
カリブ、ラテンアメリカの音楽を素材とし、その社会・歴史・政治・文化と民衆音楽との関係を中心に論じます。まず総論としてラテンア
メリカ音楽の特徴、スペイン・ポルトガル音楽との相違点、文化混淆と音楽などについて論じます。つぎにキューバを一例としてとりあ
げ、この島の伝統音楽が国際的に広まり、こんにちのサルサへと変貌し、グローバルマーケットに受容されるまでを論じます。中盤では
「うた」に着目し、ロマンティック歌謡や社会批評の歌などを、地域横断で聴いていきます。このシリーズではとりわけ歌詞に着目しま
す。講師の得意分野はベネズエラをはじめとするカリブ海域の音楽です。授業中に一度ラテンダンスの体験学習を実践します。

講義中に批判的な聴取を実践し、最終課題としてまとまりのある批評文を書くトレーニングを実践します。
到達目標

授業の計画と準備学修

エスニック・スタディーズ

石橋　純

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433205

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

アフロキューバン音楽の発展とサルサの誕生

復習課題４ 120

サルサの発展と凋落・再生サルサ化したキューバ音楽

120

復習課題８ 120

第9回 ラテンアメリカの歌① ロマンティック歌謡の伝統

第7回

第8回

復習課題５

トロピカルラテン音楽の現在ヒップホップ、レゲトン、チカーノ音楽

復習課題６ 120

実践演習：サルサを踊る

120

復習課題７ 120

ラテン音楽の最前線

ダンス実習レポート
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120

第11回

第12回

第13回

ラテンアメリカの歌② 社会批評の歌

復習課題９

ベネズエラの音楽①

復習課題１～９、ならびに期末レポート計画提出

ベネズエラの音楽②

期末レポートの準備

120

第10回

120

レポートの書き方ガイダンス

120

120

第15回

期末レポートの準備 120

受講生発表

期末レポートの準備

受講生発表

期末レポートの準備

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業の方法はおもに音源と映像の再生に教師の解説をまじえた形式です。

成績評価の方法
平常点／（45.0％）遅刻者は平常点を減点する。
期末レポート／（40.0％）
その他／復習課題5％、レポート計画5％、ダンス実習レポート5％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
いままでラテンアメリカ音楽を進んで聴いたことのない方は受講までに何かしらのラ米音楽を聴いてみてください。ジャンルは問いませ
ん。最終レポートのためには、ご自分でラテンアメリカ音楽の音源あるいはライブコンサートを選び、入手あるいは聴きに行って、その体
験にもとづいて批評文を書いていただきます。平素からメディアに発表される音楽評論を読んでみてください。ジャンルは問いません。

テキスト
プリント配布

参考書
石橋純『熱帯の祭りと宴：カリブ海粋音楽紀行』つけ書房新社、2002年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１.　導入—戦争と軍隊の人類学
　授業の概要と評価基準、学習の仕方などについて説明する。

　小課題に取り組み、次回の授業時に提出する。この小課題は授業内容の理解の促進と次回の授業に向
けた準備を目的とするものである。講評を聞き、日々の学習に生かす。

復習と予習：合わせて60
分程度

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３.　戦争・軍隊の変容—「低強度紛争」と「新しい戦争」
　第二次世界大戦以降の戦争・紛争の変容について学修する。

同上 同上

２.　人類学と戦争—未開の戦争と文明の戦争、紛争の民族誌

同上 同上

テーマ・概要
テーマ：戦争と軍隊の人類学
　2001年の米国同時多発テロとそれに続く「テロとの戦い」は、世界のあり方を大きく変えてしまいました。特に注目されるのが軍隊と社
会の関係です。
　前線と後方の区別がなくなったということが指摘されて久しいですが、今日では、home-grown terrorist（自国育ちのテロリスト）の出
現が、戦場と生活世界がずれつつ重なっているという事実を私たちにつきつけています。社会融和の思想であった多文化主義は、テロとの
戦いに従事する軍隊の組織原理として用いられています。文化・社会人類学者を戦争遂行のために動員しようとする国家があるため、テロ
との戦いは「人類学者の戦争」であるという人がいます。ジェンダー解放運動でさえ軍事化の影響を被っているとする指摘があります。軍
事関連の産業なくしては国民経済ないし地域経済が成り立たないという国家ないし地域社会があります。徴兵制を実施している社会では、
軍隊生活を経験するということが一人前の男性になるための通過儀礼であるとみなされています。以上のことを考慮しますと、社会の軍事
化という要素を無視して現代の文化・社会の動態を理解することは難しくなったと言わざるを得ません。
　そこで、この講義では、現代社会についての理解を深めるために、戦争と軍隊についての文化人類学的研究の成果を紹介し検討を行いま
す。

　戦争と軍隊についての文化・社会人類学的研究の成果を学ぶことにより、現代社会や国際情勢を理解し批判的に洞察する上で必要な学問
的知見を獲得する。
　自分の考えについて平易な文章で説明できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

文化人類学特講

上杉　妙子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433207

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４.　戦争・軍隊の変容—近代の軍隊と「ポストモダンな軍隊」
　近代以降の軍隊組織の変容について学修する。

同上 同上

５.市民権／国籍と軍務—歴史的変遷
　市民権／国籍と軍務の結びつきの歴史的変遷について学修する。

同上

同上 同上

第9回 ９.　軍隊とジェンダー女性兵士と現代の軍隊
　女性兵士の出現がもたらした様々な葛藤や問題を取り上げ、軍務とジェンダー観念の齟齬について学修する。

第7回

第8回

同上

６．市民権・国籍と軍務
　軍務が特定の階層や民族に集中していたり、外国人兵士が雇用されたりすることについて理解を深める。

同上 同上

７．民間軍事会社
　民間軍事会社の出現の要因について学修する。

同上

同上 同上

８.　民間軍事会社の利点と問題点
　具体的な事例を参考としながら、民間軍事会社の利点と問題点について学修する。

同上
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同上

第11回

第12回

第13回

１０．　軍隊と軍人家族
　主に西欧諸国を事例として取り上げながら、軍隊の家族政策について学修する。

同上

11.軍隊と宗教—政教分離とチャプレン制度
　西欧の軍隊で雇用されているチャプレン(従軍司祭)を取り上げ、近代国家における政教分離や宗教の軍事化について学修す
る。

同上

１２．兵士のPTSD
　兵士の心的外傷後ストレス障害について取り上げ、軍隊が期待する兵士像と兵士の葛藤について学修する。

同上

同上

第10回

同上

１３．「人類学者の戦争」
　米国における文化・社会人類学者の戦争への関与について学修する。

予習：120分程度

同上

第15回

同上 同上

１４．戦争と民族、ナショナリズム
　民族紛争の原因について理解を深めるために、エスニシティについての理論を学修する。

同上

１５．到達度確認テスト
　到達度確認テストを実施する。。

　授業ノートを整理して自分の考えをまとめておく。

第14回
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授業前後に教室もしくは非常勤講師控室で受け付けます。気軽に声をかけてください。

授業の方法
　主に講義形式で進めていきます。授業の内容と関連したビデオ視聴や資料配布も実施します。授業内容の理解の促進を図るために、毎
回、小課題を提出してもらいます。授業の冒頭で小課題について講評し、質問についても答えます。授業についての質問は随時受け付けま
す。
　都合により授業内容を変更することがあります。

成績評価の方法
　主に到達度確認テストと小課題の提出により評価する予定です。評価割合は到達度確認テストを60-70パーセント程度、小課題を30-40
パーセントとする予定です。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.評価にあたり、授業内容の理解度と、いくつかの知識を結びつけて理解したり分析したりする創造的理解力の双方を重
視します。また、自分の考えを平易かつ正確な文章で表現することができるかどうかも勘案して評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　特別な予備知識がなくても理解できるよう配慮します。しかし、文化人類学や近現代史、国際情勢について関心があることが望ましいと
考えます。関連科目も履修するよう心がけて下さい。また、高校生の時に用いた社会科の教科書・副教材をそろえ適宜参照するようにして
ください。毎日、新聞の政治面や経済面、国際面に目を通したり報道番組を視聴したりすることが好ましいです。

テキスト
　テキストは指定しません。授業中に参考書を紹介します。

参考書
E.E.エヴァンズ=プリチャード『ヌアー族—ナイル系一民族の生業形態と政治制度の調査記録』(平凡社、1997年)、S. エンロー『策略−女性
を軍事化する国際政治』（岩波書店、2006年）、小熊英二『市民と武装 —アメリカ合衆国における戦争と銃規制 』(慶應義塾大学出版会、
2004年)、栗本英世『未開の戦争、現代の戦争』（岩波書店、1999年）、P. W. シンガー『戦争請負会社』（NHK出版、2004年）、田中雅一
編『軍隊の文化人類学』（風響社、2015年）、三浦瑠麗 『シビリアンの戦争—デモクラシーが攻撃的になるとき』(岩波書店、2012年）、
S.ヒューズ『対テロ戦争と株式会社―「不安の政治」から営利をむさぼる企業』（河出書房新社、2007年）、G. Caforio　(ed.) Handbook 
of the Sociology of the Military　(New York: Springer, 2006),　J. Gillis (eds.),The Militarization of the Western World (New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1989),　Moskos, C. C. et al. (eds.) The Postmodern Military: Armed Forces after the 
Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2000)など。
　その他の参考書については授業中に紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

社会人類学への誘い：４つのアプローチ
社会人類学は、研究対象ではなく研究アプローチにおいてユニークな学問である。第1回講義では、文化相対主義・現場主義・全
体論的アプローチ・比較の４つのアプローチについて概説することで、社会人類学の特徴を概説する。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

親と子（１）「母性愛」再考
第3回講義のテーマは「母性愛」である。ここでは、現代日本の「赤ちゃんポスト」、江戸時代の捨て子を題材に、これらを「母
性愛」の対極にある営みととらえるのではない視点を提示し、受講生とともに議論する。「母性愛」を絶対善とする語り口に対
して、文化相対主義的視点からの批判的考察は可能か。第3回講義ではこのような問いが重要である。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

呼びかけのことばに現れる〈私たち〉の文化
社会人類学は、人間の社会的営み、私たちの日常生活のあらゆる側面を研究対象とするため研究テーマは多様である。だが、家
族親族論についてとくに多大な研究蓄積をもっており、本講義でも前半はもっぱら家族親族論に相当するテーマを中心にとりあ
げる。それは家族がくらしと人間関係の基本となるため、人類学的に考えるうえで適した題材をとくに多く含むためでもある。
第2回講義では、家族内におけるよびかけの言葉（親族呼称）を題材に、受講生をまじえた疑似フィールドワーク的実験を実施
し、家族の人類学への誘いをおこなう。
【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

テーマ・概要
本講義では、社会人類学の考え方と方法を学ぶ。
講義全体を貫く関心は、社会人類学の４つの方法的特徴、（１）文化相対主義（人類文化の多様性に対する寛容な理解）、現場主義
（フィールドワークをつうじた実証研究）、全体論的アプローチ（文化・社会における部分と全体との関係を深く理解する）、比較（比較
を通じた人類の多様性と普遍性の探求）を、具体的な研究事例を通じて理解することである。
　第1回から第8回までは、家族内の人間関係をめぐる身近な（現代日本の）諸問題を、社会人類学的視点から批判的に思考し、文化相対主
義の考え方と比較研究の実践例を学ぶ。第9回から第14回は、担当教員が実施しているケニア中央高地における社会人類学調査を参考に研
究方法（フィールドワークならびに全体論的アプローチ）の具体例を学びつつ、ふたたび文化相対主義の意義と課題を考察する。

社会人類学の考え方と方法を学ぶ。上記「テーマ・概要」の学習を通じて、「文化」「社会」をキーワードに現代社会を理解するうえでの
批判的的視点を身につけることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会人類学特講

石田　慎一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433208

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

親と子（２）「生みの親」　「育ての親」再考
第4回講義でのキーワードならびに論点は、「生物学的親子関係」と「社会的親子関係」の一致／不一致に対する文化的理解であ
る。これは社会人類学の家族親族研究において古くて新しいテーマであり、かつ現代日本において新しいかたちでの問いとして
各方面において注目されている。ここでの具体的事例は、代理出産をはじめとする生殖医療技術である。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

結婚と家族：東アフリカの「女性婚」「幽霊婚」から考える
第5回講義は、前回講義の内容と同一のテーマを東アフリカの民族誌事例から発展的に議論するものである。すなわち「生物学的
親子関係」と「社会的親子関係」の一致／不一致の問題を、東アフリカのヌアー、グシイはそれぞれ固有の問題で解決してき
た。その具体的な事例として「女性婚」「幽霊婚」を議論する。

60

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

第9回 文化と自由
第１３回講義は、ウィル・キムリッカ等の議論の紹介からはじめて、文化と自由をテーマに議論をおこなう。社会人類学（文化
人類学）は、個人の自由を束縛する存在としてではなく、補強する存在として文化を語ることはいかにして可能か。こうした問
題意識を中心に議論する。

第7回

第8回

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

男と女：『サモアの思春期』と文化相対主義
思春期特有の心理的葛藤は、人間が避けることのできない普遍的な現象であるのか。第6回講義では、少年少女が思春期特有の心
理的葛藤を経験せずに大人になることのできる社会について論じたマーガレット・ミードの民族誌とそれに対する根本的批判を
紹介し、人間存在に対する自然科学的説明にたいする文化的説明を指向してきた社会人類学（文化人類学）の思想史的背景につ
いて概説する。ここでは、ミードの議論を一方的に退けるのではなく、これまでの講義で考察した家族親族論の視点からあらた
めてその意義について考察する。
【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

前半の総括、授業内レポートへのコメント
前半の授業であつかったテーマについてあらためて総括し、授業内レポートを執筆する。また、授業内レポートの内容について
担当教員がコメントをおこなう。

60

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

文化相対主義の再定位
これまでの講義では、文化相対主義的態度の重要性、普遍主義に対する強力な批判としての可能性を強調してきた。だが、文化
相対主義的態度を突き詰めた先に絶対的相対主義として現れる可能性（危険性）にも目をむけていく必要がある。第8回講義で
は、相対主義と普遍主義との相互補完関係を、浜本満、井上達夫、ロバート・レッドフィールド等の議論をふまえて考察する。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。
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60

第11回

第12回

第13回

人類学的実践としての民族誌
これまでの講義をふまえたうえで、ここからは担当教員がケニア中央高地ですすめている社会人類学研究の事例を手がかりに、
人類学的実践としての民族誌の具体的内容と、民族誌をふまえたうえでの比較研究の可能性を議論する。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

オルタナティブ・ジャスティス：ケニア農耕民メルのムーマ
第１０回講義は、ケニア中央高地の農耕民イゲンベ地方におけるムーマ（無罪宣誓）を題材に、いわゆる神判的紛争処理・犯罪
解決の合理性について、比較分析的視点で議論をおこなう。ここでの比較対象は日本中世の鉄火起請等である。イゲンベのムー
マでは、被告側が呪物を飲み込む等のうえで無罪宣誓をおこない、それに対して原告側は呪物の効果を待ち続けなければならな
い。裁判人は原告と被告のどちらが正しいかをその場で結論することはしない。そうした紛争処理・犯罪解決の合理性、妥当性
をどのように考えることができるのだろうか。それが第１０回講義での中心的な問いである。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

嗜好品と文化：ケニア中央高地のミラー
第11回講義では、東アフリカやアラビア半島で地域固有の嗜好品として古くから利用されてきたカート（ミラー）を題材に、嗜
好品をめぐる文化と政治について議論する。アメリカをはじめ一部の国ではカートは違法ドラッグとして禁止されており、ケニ
ア産カートの輸出先となっているイギリス等においても根強い禁止論がある。カートをめぐる麻薬化の語り口に対する批判的視
点をふまえたうえで、第１１回講義では、映画『おいしいコーヒーの真実』においてのエチオピア農民のコーヒー栽培からカー
ト栽培への転換の描き方について受講生とともに議論する。ケニア中央高地の農耕民イゲンベはケニア最大のカート生産者コ
ミュニティであり、ロンドン等在住のソマリ人移民はイギリスにおける最大のカート消費者コミュニティである。

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

第10回

60

無文字社会の歴史意識：ケニア農耕民の年齢組体系
第12回講義では、分節リネージ体系を特徴とするニューギニア高地エンガ社会ならびにケニア西部高地グシイ社会との比較のな
かで、ケニア中央高地の農耕民イゲンベ社会における年齢組体系特有の時間世界・歴史意識について考察する。イゲンベ社会
は、祖先の個人名を記憶しない社会でありながら、民族全体の歴史を記憶する社会でもある点で、そして円環的な時間的世界を
持つ点で、上記２つの社会とは異なっている。本講義では、もうひとつの比較軸を小馬徹の比較分析的論考に求める。

120

第15回

【復習】今回学んだキーワードについて説明できるようにする。配布したレジメに掲載の資料を熟読す
ること。

60

後半の総括、授業内レポートへのコメント
後半の授業であつかったテーマについてあらためて総括し、授業内レポートを執筆する。また、授業内レポートの内容について
担当教員がコメントをおこなう。

【復習】これまでの授業内容を確認し、試験に備える。

総括と授業内試験

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
基本的に講義形式で行うが、リアクションペーパーまたは授業内レポートをもちいて受講生との双方向性を高めるよう工夫する。また、映
像教材を用いる。

成績評価の方法
授業内での筆記・提出をもとめるリアクションペーパーまたは授業内レポート（50％）と授業内試験（50％）を基本として総合的に評価す
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
各回レジメ（A４両面印刷1枚）を配付する。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

第15回

【復習】試験問題について十分に解答できなかった箇所については担当教員に質問し、学修課題を確認
する。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方など。

高校で学習した16世紀から19世紀の世界史を見直してください。 ３０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

大多数の人びとの食事・・・庶民の食と人口（その２）

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 ６0

大多数の人びとの食事・・・庶民の食と人口（その１）

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

テーマ・概要
　本講義のテーマは、16世紀から18世紀フランスの食の文化史です。
「文化」を「芸術」の類義語としてではなく、「人間社会におけるあらゆる営為・事象」を指す広い概念として理解し、
当時のフランスの「食」をさまざまな角度から取り上げます。

18世紀フランスは、中世までの料理との決別を果たした「料理革命」の時代です。フランス文化がヨーロッパ中の王侯貴族を魅了した時代
でもあり、フランス人コックを召抱えることがステイタスとなりました。他方で、大食を７つの大罪の１つに数えるキリスト教の国である
フランスでは、食の快楽の追求は厳しい非難の対象であり、芸術の一ジャンルとしての「フランス料理」が完成するのは19世紀と言われて
います。つまり、18世紀フランスは、フランス料理の歴史における中世から近代への移行期であり、「大食」をタブー視するキリスト教国
フランスが、一転して「美食の国」との名声を得るに至る大きな変化の時代と位置づけることができます。さらに、それまで自明とされて
きた不平等な身分制社会のあり方に疑義が呈され、政治・経済・社会的諸改革が試みられた時代でもあり、そこでも大多数の貧しい人々へ
の食糧供給の問題として「食」がクローズアップされました。「食」という、いわば小さな鍵穴から、フランス革命に至る激動の時代のフ
ランス社会をのぞいてみましょう。

（１）「社会史」「（新しい）文化史」の成立背景を説明することができる。
（２）１７、18世紀フランスの「食」の問題を、当時のフランス社会における諸変化と関係づけながら説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

フランスの歴史と文化Ａ

増田　都希

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433301

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

17，18世紀フランスの料理革命（その１）
・・・中世料理との決別

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

17，18世紀フランスの料理革命（その２）
・・・技術革新と嗜好の変化

60

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 ６０

第9回 18世紀フランスにおける「ヌーベル・キュイジーヌ論争」
・・・「科学」としての「料理」

第7回

第8回

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

17，18世紀フランスの宮廷料理

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 ６０

歴史学の史料としての「料理書」（その１）
・・・読書の歴史と料理書の研究

６０

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 ６０

歴史学の史料としての「料理書」（その２）
・・・１７、18世紀の「料理書」の特徴

現代の料理書、雑誌などに付録されているレシピを見てきてください。
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60

第11回

第12回

第13回

テーブル・マナーの洗練
・・・１７、18世紀フランスにおける作法書の流行とテーブルマナー

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

大食から美食へ
・・・食のモラルの世俗化

現代のマナーブックを参照し、現代のテーブルマナーの重要なポイントを整理してください。

社交場：カフェと居酒屋

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

60

第10回

60

再び、大多数の人びとの食事
・・・「小麦戦争」からフランス革命へ

120

60

第15回

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 ６０

フランス料理の歴史研究の歴史
・・・フランス「社会史・文化史」について

「実証主義」「社会史」「文化史」「アナール学派」の定義を辞書などで調べてきてください。

まとめと復習

これまでの講義のレジュメをすべて読み直し、質問すべき点を確認してください。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。
各講義の最後に、リアクション・ペーパーを提出すること。
なお、各リアクション・ペーパー、期末試験の狙いは、下記「成績評価の基準」に挙げた目標と同じ。

成績評価の方法
平常点（リアクション・ペーパー、期末試験）で総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に注目し、その達成度によって評価する。

・「社会史」「文化史」の成立の背景を理解し、従来の歴史との違いを明確に説明できる。
・18世紀フランスにおける「料理革命」を説明できる。
・16〜18世紀フランスの「食」の問題を、当時のフランス社会における諸変化と関係づけながら説明することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校で学ぶ世界史程度のフランス史の知識を必要とします。

テキスト
プリントを適宜配布します。

参考書
必要に応じて、講義中に紹介します。授業のなかで関連資料を配布することもあります。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：
　授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方、評価など

高校で学習した16世紀から19世紀の世界史を見直してください。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

新世界の「発見」と砂糖プランテーションの拡大：
砂糖から見るヨーロッパの覇権争い

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

世界商品としての「砂糖」：アジア、イスラム、ヨーロッパ

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

テーマ・概要
◇「砂糖」から見る、世界システムにおけるフランス、ヨーロッパ（１６c〜１９c）
　今ではごくありふれた食材である「砂糖」はかつて、現代の石油のように、世界中の国々が文字通り命がけで追い求める希少品であり、
生活必需品でした。「砂糖を制する者が世界を制する」時代があったのです。
　フランスおよびヨーロッパで果たした砂糖の役割は、イスラム圏、アジア、とりわけ両アメリカ大陸、カリブ海、アフリカ大陸を巻き込
む「世界システム」の中でより明らかにすることができます。まさにグローバルな商品であった「砂糖」という一つのモノを通じて、近代
フランスの政治、経済、文化を捉えます。

　１）「世界システム論」とは何か、その特徴を簡潔に説明できる。
　２）16世紀から１9世紀フランス（ヨーロッパ）において、砂糖が担った役割を、政治、経済、文化の３側面から説明できる。
　３）砂糖を通じて見られる16〜18世紀フランス（ヨーロッパ）の世界史上の位置づけを説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

フランスの歴史と文化Ｂ

増田　都希

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433302

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

スパイスから砂糖へ：
ヨーロッパ 食文化史における砂糖

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

「繁栄の18世紀」と植民地貿易：
砂糖プランテーションと奴隷貿易の本格化（その１）

60

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

第9回 フランス宮廷料理における甘いデザート：装飾菓子

第7回

第8回

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

「繁栄の18世紀」と植民地貿易：
砂糖プランテーションと奴隷貿易の本格化（その２）

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

砂糖貿易を支えた人びと
　　：プランター、奴隷、砂糖精製業者・・・

60

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

小括：映像資料

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。
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60

第11回

第12回

第13回

砂糖入りコーヒーの流行：
アルコールからノンアルコール飲料へ

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

奴隷制度・奴隷貿易をめぐる議論（その１）

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

奴隷制度・奴隷貿易をめぐる議論（その２）

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。

60

第10回

60

フランス革命とハイチ革命：奴隷制の終焉とその後の世界
（その１）

60

120

第15回

前回講義のレジュメを読み直し、復習してください。 60

フランス革命とハイチ革命：奴隷制の終焉とその後の世界
（その２）

これまでの講義のレジュメをすべて読み直して復習してください。

到達度テスト

テスト問題を読み直し、質問すべき点を確認してください。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。各講義の最後に与えるテーマについて、リアクション・ペーパーを提出すること。
なお、各リアクション・ペーパー、期末試験の狙いは、下記「成績評価の基準」に挙げた目標と同じ。

成績評価の方法
平常点（出席、各テーマの最後に行うリアクション・ペーパー）４割、期末試験４割、レポート2割で総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
　以下の点に注目し、その達成度によって評価する。
　１）「世界システム論」とは何か、その特徴を簡潔に説明できる。
　２）16世紀から１9世紀フランス（ヨーロッパ）において、砂糖が担った役割を、政治、経済、文化の３側面から説明できる。
　３）砂糖を通じて見られる16〜18世紀フランス（ヨーロッパ）の世界史上の位置づけを説明できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校で学ぶ世界史程度のフランス史の知識を必要とします。

テキスト
プリントを適宜配布します。

参考書
川北稔『世界システム論講義』ちくま学術文庫、2016年。
武田尚子『チョコレートの世界史―近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石』中公新書、2010年。
角山栄『改版　茶の世界史―緑茶の文化と紅茶の社会』　 中公新書、2017（198０）年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・ドイツ語圏の地理と風土

【予習】
・シラバスをよく読んでおくこと。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ゲーテの時代（１）：１８世紀～１９世紀初頭
・『若きウエルテルの悩み』と疾風怒濤文学

【予習・復習】
同上。

60

神聖ローマ帝国（962~1806）と領邦国家
・ルターの宗教改革・聖書翻訳

【予習】
・授業に関連する作家などのオリジナル作品を読むこと。
【復習】
・講義ノートを整理すること。

60

テーマ・概要
　この授業では、近代ドイツの歴史を時代背景にしながら、ドイツを代表する文豪ゲーテ以降の文学、音楽、思想・哲学などを中心に、ド
イツの芸術・精神文化を概観する。

　ドイツの芸術・精神文化を習得することによって、ドイツがより身近な国になり、なぜドイツが現在のヨーロッパ連合の中心的役割を
担っているのかを理解できればよい。
　英語圏一極中心主義ではなく、多言語・多文化の共存と視野の広い国際感覚を身につけること。

到達目標

授業の計画と準備学修

ドイツの歴史と文化Ａ

三浦　國泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433303

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ゲーテの時代（２）
・『ファウスト』第一部

【予習・復習】
同上。

60

ゲーテの時代（３）
・『ファウスト』第二部（古典主義とロマン主義の融合）

60

【予習・復習】
同上。

60

第9回 ドイツの哲学（２）
・ニーチェ（価値の逆転）

第7回

第8回

【予習・復習】
同上。

ドイツ・ロマン主義（１）
・ロマン主義の理念とロマン派の詩人たち
・ドイツの音楽（バッハ、モーツァルト、べートーヴェンなど）

【予習・復習】
同上。

60

ドイツ・ロマン主義（２）
・グリム兄弟とドイツ国民精神

60

【予習・復習】
同上。

60

ドイツの哲学（１）
・啓蒙主義と観念論（カント）

【予習・復習】
同上。
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60

第11回

第12回

第13回

ドイツの哲学（３）
・ハイデガー（存在論）

【予習・復習】
同上。

近代ドイツ文学（１）
・ヘルマン・ヘッセ（青春彷徨）

【予習・復習】
同上。

近代ドイツ文学（２）
・カフカ（不条理の文学）

【予習・復習】
同上。

60

第10回

60

近代ドイツ文学（３）
・トーマス・マン（教養小説）

120

120

第15回

【予習・復習】
同上と到達度確認テストの準備。

120

近代ドイツ文学（４）
・トーマス・マン『ドイツとドイツ人』
・悪魔との契約とは？

【予習・復習】
同上と到達度確認テストの準備。

到達度確認テスト

【復習】
同上と到達度確認テストの準備。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義を中心とするが、できるだけ受講生との対話を心がける。
・講義内容と関連する画像・映像の提示、ドイツに関するニュースやエピソードの紹介も行いたい。

成績評価の方法
　平常点（リアクションペーパー）20％、授業への積極的な参加20％、達成度確認テスト60％をめやすに総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は特に必要ないが、関連科目として、ドイツの歴史と文化Ｂ、ドイツ文化・文化史特講Ａ・Ｂ、ヨーロッパの文学Ａ・Ｂ、あるい
は、思想・哲学、芸術に関する授業が参考になる。

テキスト
テキストは特に指定しないが、以下の図書を読んでおくと、講義の概要をつかめる。

・阿部謹也著　『物語　ドイツの歴史　−ドイツ的とは何かー』　中公新書（1420）。
・手塚富雄・神品芳夫著　『増補　ドイツ文学案内』　岩波文庫。
・トーマス・マン著（青木順三訳）　『ドイツとドイツ人』　岩波文庫。

参考書
・参考書は、授業中に随時指示する。
・解説書中心ではなく、この機会にゲーテやトーマス･マン、ヘルマン・ヘッセ、ニーチェなどのオリジナル作品に接して欲しい。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
授業の進め方、期末レポートについて

予めシラバスを読み、関心のある作品・テーマに触れておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

北欧神話『エッダ』
ゲルマン的世界観
神族と人間とのつながり
世界の創造と滅亡（ラグナロク）

前回の授業内容の復習。 90

古代から中世にかけてのゲルマン民族の習俗・文化
 タキトゥス『ゲルマーニア』、カエサル『ガリア戦記』

古代・中世の西洋史を概観できるようにしておく。 90

テーマ・概要
本講義では、古代から近代にかけての文学・芸術作品からゲルマン民族固有の歴史・文化について学びます。
古代から中世にかけては、古代ローマ帝国側から見たゲルマン民族、ゲルマン民族内で伝承された神話・伝説の双方から、当時のゲルマン
民族の文化に迫っていきます。
ドイツ語の文学としては12世紀を境に開花・発展の段階に入ります。中世期の代表的な文学作品を題材として、当時のドイツ（神聖ローマ
帝国）ひいては西欧世界の特質について学んでいきます。また、中世文学は近代ロマン主義時代以降、現代に至るまで様々な形態で受容・
再生産されてきました。その過程を具体例を挙げながら辿っていきます。

古代、中世、近代それぞれの時代の文学・芸術作品から、各時代の社会的・文化的特徴を読み解くことができる。また、ヨーロッパ世界全
体の中でドイツがどのような位置にあったのかを分析する視点を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

ドイツの歴史と文化Ｂ

田中　一嘉

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433304

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

北欧伝説『ヴォルスンガ・サガ』
ヴォルスング一族の系譜
シグルズ伝説とブルグント伝説

前回の授業内容の復習。 90

中世ヨーロッパ世界の中のドイツ
封建制と宮廷社会
神聖ローマ帝国
十字軍

90

前回の授業内容の復習。 90

第9回 聖杯王伝説とアーサー王伝説
ヴォルフラム・フォン・エッシェンバハ『パルチヴァール』

第7回

第8回

前回の授業内容の復習。

英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』（1）
ジーフリト伝説とブルグント伝説（北欧伝説との関連性）
物語中の出来事と歴史事実との照応関係

前回の授業内容の復習。 90

英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』（2）：
クリエムヒルト：夫ジーフリト暗殺に対する復讐とブルグント一族の滅亡

90

前回の授業内容の復習。 90

十字軍と文学
『ローランの歌』、十字軍歌謡（抒情詩）

前回の授業内容の復習。
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90

第11回

第12回

第13回

世俗文学におけるキリスト教の聖者伝
ハルトマン・フォン・アウエ『グレゴーリウス』、『哀れなハインリヒ』

前回の授業内容の復習。

ルターの宗教改革と啓蒙主義時代
中世的世界観から近代的世界観への転換点
シラー『ヴィルヘルム・テル』、『ヴァレンシュタイン』、『オルレアンの乙女』

前回の授業内容の復習。

中世文学・伝説の近代における受容（1）
リヒャルト・ワーグナー『タンホイザー』
タンホイザー伝説とヴァルトブルクの歌合戦伝説
中世詩人の伝説化

前回の授業内容の復習。

90

第10回

90

中世文学・伝説の近代における受容（2）
ゲーテ『ファウスト』
中世後期のファウスト伝説

90

90

第15回

前回の授業内容の復習。 90

中世文学・伝説の近代における受容（3）
ノヴァーリス『青い花』
近代ロマン主義時代における中世史観
市民革命と新しい世界像

前回の授業内容の復習。

総括
期末レポート執筆に向けた準備

前回の授業内容の復習。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義形式で進めます。
毎回コメントペーパーを配布し、授業内容の確認と質問・感想などを記入してもらいます。
期末レポートの執筆に向けて、随時興味・関心のある作品を読み進めてください。

成績評価の方法
平常点（コメントペーパーの内容、授業への貢献度）50％、期末レポート50％による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ヨーロッパの歴史について高校参考書程度の知識があることが望ましいですが、ひろくヨーロッパ文化圏の文学・思想・芸術や歴史に関心
を持っていれば十分です。

テキスト
初回授業で紹介します。

参考書
適宜、授業内で紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに――「イギリス」の歴史と地理

おおぶりたんや国、エンゲレス、イギリス。日本人がこのように呼び習わしてきたその実体はいかに。初回の授業では、現在4つ
の国で構成される連合王国イギリスの複雑な成り立ちを概観し、その歴史的前提についての理解を深めることを目的とする。

関連する文献や新聞記事を読む。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

議会と民主政治

2015年に日本の選挙権年齢は18歳に引き下げられた。国の重要な代表機関・統治機関である国会（議会）は、若い人にとってこ
れまで以上に身近なものになるはずである。第２～４回の授業では、議会政治の母国とも言われるイギリスの議会の歴史や政治
文化を知ることを通して、現代に生きるわれわれにとっての政治参加の意味を考えたい。

関連する文献や新聞記事を読む。 60

議会と民主政治

2015年に日本の選挙権年齢は18歳に引き下げられた。国の重要な代表機関・統治機関である国会（議会）は、若い人にとってこ
れまで以上に身近なものになるはずである。第２～４回の授業では、議会政治の母国とも言われるイギリスの議会の歴史や政治
文化を知ることを通して、現代に生きるわれわれにとっての政治参加の意味を考えたい。

関連する文献や新聞記事を読む。 60

テーマ・概要
イギリスの歴史と文化を、いくつかのトピックを取り上げる形で学ぶ。
並行してイギリス史の流れを概観するコーナーも設ける。
授業内容の理解を深めるため、可能な限り他の欧米諸国についても参照し、またイギリスの現在との関係にも留意する。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）を実現するため、以下を到達目標とする。
１．イギリスの歴史と文化の基礎的知識を身につける。
２．過去を学ぶことで、現代を相対化する力を身につける。
３．イギリスの文化・歴史を学ぶことで、自国や自国史を相対化する力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリスの歴史と文化Ａ

田村　俊行

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433305

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

議会と民主政治

2015年に日本の選挙権年齢は18歳に引き下げられた。国の重要な代表機関・統治機関である国会（議会）は、若い人にとってこ
れまで以上に身近なものになるはずである。第２～４回の授業では、議会政治の母国とも言われるイギリスの議会の歴史や政治
文化を知ることを通して、現代に生きるわれわれにとっての政治参加の意味を考えたい。

関連する文献や新聞記事を読む。 60

階級社会

2013年春に発表されたある研究によると、現在のイギリス社会は最上位を「エリート」、最下位を「プレカリアート」とする7つ
の階級に分類できるという。「上流」「中流」「下流」という伝統的な三層モデルとは異なるものの、イギリス人にとって「階
級」は今なお重要な自己認識の枠組みなのである。第5～7回の授業では、「階級に憑りつかれた」イギリス社会についての理解
を深める。

60

関連する文献や新聞記事を読む。 60

第9回 アソシエイション

「世界の工場」として栄華を極めたイギリスの近代は、同時に、工業化や都市化といった現象に起因する諸問題への対応が迫ら
れた時代でもある。ただし、こうした問題に取り組んだのは国などの公的権力機関だけではない。いやむしろ、民間の諸力こそ
目立っていた。第8～10回の授業では、諸力の集まる場となった協会・組合・クラブなどの「アソシエイション」の文化について
学ぶことを目的とする。

第7回

第8回

関連する文献や新聞記事を読む。

階級社会

2013年春に発表されたある研究によると、現在のイギリス社会は最上位を「エリート」、最下位を「プレカリアート」とする7つ
の階級に分類できるという。「上流」「中流」「下流」という伝統的な三層モデルとは異なるものの、イギリス人にとって「階
級」は今なお重要な自己認識の枠組みなのである。第5～7回の授業では、「階級に憑りつかれた」イギリス社会についての理解
を深める。
関連する文献や新聞記事を読む。 60

階級社会

2013年春に発表されたある研究によると、現在のイギリス社会は最上位を「エリート」、最下位を「プレカリアート」とする7つ
の階級に分類できるという。「上流」「中流」「下流」という伝統的な三層モデルとは異なるものの、イギリス人にとって「階
級」は今なお重要な自己認識の枠組みなのである。第5～7回の授業では、「階級に憑りつかれた」イギリス社会についての理解
を深める。

60

関連する文献や新聞記事を読む。 60

アソシエイション

「世界の工場」として栄華を極めたイギリスの近代は、同時に、工業化や都市化といった現象に起因する諸問題への対応が迫ら
れた時代でもある。ただし、こうした問題に取り組んだのは国などの公的権力機関だけではない。いやむしろ、民間の諸力こそ
目立っていた。第8～10回の授業では、諸力の集まる場となった協会・組合・クラブなどの「アソシエイション」の文化について
学ぶことを目的とする。
関連する文献や新聞記事を読む。
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60

第11回

第12回

第13回

アソシエイション

「世界の工場」として栄華を極めたイギリスの近代は、同時に、工業化や都市化といった現象に起因する諸問題への対応が迫ら
れた時代でもある。ただし、こうした問題に取り組んだのは国などの公的権力機関だけではない。いやむしろ、民間の諸力こそ
目立っていた。第8～10回の授業では、諸力の集まる場となった協会・組合・クラブなどの「アソシエイション」の文化について
学ぶことを目的とする。
関連する文献や新聞記事を読む。

帝国主義と文化財

2010年4月、エジプトの首都カイロで「略奪」文化財の保護・返還について協議する初めての国際会議が開かれた。問題とされた
収集物の現所有者の多くが欧米の有名な美術館・博物館であることからも、これら文化財の帰属問題を植民地支配の歴史から切
り離すことはできない。第11～12回授業では、植民地帝国イギリスの歴史を概観しながら、脱植民地化以後の文化財をめぐる国
際問題についての理解を深めることを目的とする。
関連する文献や新聞記事を読む。

帝国主義と文化財

2010年4月、エジプトの首都カイロで「略奪」文化財の保護・返還について協議する初めての国際会議が開かれた。問題とされた
収集物の現所有者の多くが欧米の有名な美術館・博物館であることからも、これら文化財の帰属問題を植民地支配の歴史から切
り離すことはできない。第11～12回授業では、植民地帝国イギリスの歴史を概観しながら、脱植民地化以後の文化財をめぐる国
際問題についての理解を深めることを目的とする。
関連する文献や新聞記事を読む。

60

第10回

60

セクシュアリティとジェンダー

毎年夏になると、ロンドンにはレインボーフラッグがはためく時期が訪れる。“Pride” とよばれるＬＧＢＴの自由と権利を謳
歌するこの祭典には、性的志向や人種を問わず、多くの者たちが集う。第13～14回の授業では、人の振るまいや権利・義務を規
定してきた「性」の歴史を学ぶことで、その政治性・社会性についての理解を深めることを目的とする。

60

60

第15回

関連する文献や新聞記事を読む。 60

セクシュアリティとジェンダー

毎年夏になると、ロンドンにはレインボーフラッグがはためく時期が訪れる。“Pride” とよばれるＬＧＢＴの自由と権利を謳
歌するこの祭典には、性的志向や人種を問わず、多くの者たちが集う。第13～14回の授業では、人の振るまいや権利・義務を規
定してきた「性」の歴史を学ぶことで、その政治性・社会性についての理解を深めることを目的とする。

関連する文献や新聞記事を読む。

まとめ

これまでの授業のレジュメ、ノートを見直し復習する。

第14回
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各回の授業で配布するレスポンスペーパーで受け付ける。受け付けた質問の中から適宜選び出し、次の回の授業で履修者全員で内容を共有
する。

授業の方法
講義形式。適宜、映像も利用する。

成績評価の方法
期末レポート（65％）および授業内小レポート（35％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「イギリスの歴史と文化Ｂ」「イギリス文化・文化史特講Ａ・Ｂ」

テキスト
授業中にレジュメを配布します。

参考書
井野瀬久美惠『イギリス文化史』昭和堂、2010年。
近藤和彦『イギリス史10講』岩波新書、2013年。
ほか

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション－本講義の目的と進めかたについて

「イギリス」に関する基本的事項を理解する 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

階級①―「階級社会」としてのイギリス

イギリスの階級の歴史的・文化的・社会的背景を理解する。 60

「イギリス人」とイギリス社会

「イギリス」や「イギリス社会」につていの基本的事項を理解する 60

テーマ・概要
「イギリス」という国の存在自体は、誰もが知っているであろうが、その具体的な像をつかんでいるものは少ないのではないだろうか。本
講義では、イギリスの文化や歴史に関する基礎的な知識を学ぶことで、現代イギリス社会の具体的な像をつかんでもらうことを目指してい
る。講義では、具体的なテーマごとにイギリス文化・社会の基本的な事項を概観し、イギリスの文化の特質とその背景にある歴史を見てい
くことで、急激な変化のなかにある現代イギリス社会を理解する手掛かりをつかんでほしい。

①イギリスの歴史と文化の基礎的知識を学ぶことで、現代社会の諸問題を多角的に見る視点を身につける。
②他文化を学ぶことで、自文化を相対化し、多文化理解のための基本的姿勢を身につける。
③イギリスの文化・歴史の知識を深め、受講者各自の関心領域へ応用する力を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリスの歴史と文化Ｂ

野田　恵子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433306

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

階級②―ライフコースと階級の現在

現代のイギリス社会における階級
の意味を理解する。

60

教育①—エリートと大衆の境界

60

「近代スポーツ」の誕生の歴史的・文化的・社会的背景を理解する。 60

第9回 余暇の変遷②―近代スポーツの誕生

第7回

第8回

イギリスにおける「教育」のシステ
ムの基本構造を理解する。

教育②—大衆化する社会と教育の現在

戦後のイギリスの教育の変化と現代の教育システムを理解する。 60

中間のまとめ

60

これまでのトピックの文献などを読み、整理する。 60

余暇の変遷①―消費とレジャー社会の到来

イギリスにおける労働と余暇の関係性の背景を理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

女性とイギリス社会①―工業化と
女性

工業化が女性にもたらした影響をフェミニズム運動とのつながりも含め理解する。

女性とイギリス社会②―仕事と家庭の境界

現代イギリスにおける女性（男性）
と家庭の関係性の変化を理解する。

家族と親密性―「近代家族」から「多様な家族」へ

「近代家族」から「脱近代家族」への変遷を理解する。

60

第10回

60

マイノリティとイギリス社会①「寛
容な社会」の誕生（「若者文化」・「性
の解放」・「同性愛解放運動」

60

60

第15回

「寛容な社会」といわれる戦後イギリス社会の「若者文化」の台頭や「性の解放」と「同性愛解放運
動」などの背景を確認する

60

マイノリティとイギリス社会②移民と多民族共生への道

戦後のアジア・アフリカ系移民の流
入と、21世紀以降急速に進展する
EUからの白人移民の流入によるイ
ギリスの「多民族国家」への道を理
解する。

まとめ

これまでのトピックの内容を文献などを読みながら復習し、整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
▶　配布するレジュメ（パワーポイント）を使っての講義形式で行う（適宜、テーマに基づく映像資料も利用する）。
▶  毎回、リスポンスペーパーで授業の理解度やテーマについての考察などを記入してもらう。

成績評価の方法
期末レポート（70%）とリスポンス・ペーパー（30％）で評価する。なお、全授業の三分の二以上欠席すると成績評価しないので注意する
こと（期末レポートを提出しても評価しないので十分に注意すること）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「イギリスの歴史と文化A」

テキスト
特に使用しない。毎回プリントを配布する。

参考書
川北稔編（1998）『世界各国史１１：イギリス史』山川出版社
川北稔（2010）『イギリス近代史講義』講談社現代新書
木畑洋一・秋田茂編（2011）『近代イギリスの歴史16世紀から現代まで』ミネルヴァ書房
君塚直隆（2015）『物語イギリスの歴史』上・下（中央公論新社）
井野瀬久美編（2010）『イギリス文化史』（昭和堂）
木下卓・窪田憲子・久守和子編（2009）『イギリス文化55のキーワード』）ミネルヴァ書房
出口保夫ほか編（2009）『21世紀イギリス文化を知る事典』東京書籍

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

国勢調査「アメリカ人」とは誰か
・講義の内容、進め方、課題などを説明する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ハワイ（王国）へ
・移民を受け入れたハワイ（王国）と日本人移民について学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

出移民
・なぜ日本から移民したのか、日米両国の状況を学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

テーマ・概要
「移民の国」アメリカ合衆国は多様な人種・民族から成り立っており、アジア諸国にルーツを持つ人びともそうした一端を担っている。し
かし、彼らがアメリカ合衆国の「市民(citizen)」と認められるようになるには多くの苦難を乗り越えなければならなかった。この授業で
は、日本からアメリカ合衆国に移民した人びとおよびその子孫を事例として取り上げ、彼らがなぜ日本からアメリカ合衆国に移動し、どの
ようにアメリカ社会に適応しようとしたのか、アメリカ合衆国は彼らにどのような対応をしたのかなどを理解する。また、移民は受け入れ
国だけでなく、送り出し国との関係も切り離すことができないので、日米両国の関係が日本人移民に与えた影響も学ぶ。

①　日本人移民の事例を通して、「移民の国」アメリカ合衆国への理解を深める。
②　アメリカへの移民流入の事象、移民の果たした役割を自分の言葉で説明できるようにする。
③　移民受け入れ国であったアメリカ合衆国と日本人移民を送り出した日本との関係が日本人移民にどのような影響を与えたのか理解を深
める。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカの歴史と文化Ａ

増田　直子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433307

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

排斥１
・日本人移民受け入れ側であるアメリカ合衆国の反応を学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

排斥２
・日本人移民が排斥に対してどのように対応したのかを学修する。

60

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

第9回 第二次世界大戦と日系アメリカ人２：強制収容、二世部隊
・日系人の視点からみた強制収容を学修する。

第7回

第8回

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

移民社会の形成
・日本人移民がどのようにアメリカ社会の中に自分たちのコミュニティを形成したのかを学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

両大戦間期の日米関係と二世の問題
・日本人移民の視点から見た日米関係を学修する。

60

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

第二次世界大戦と日系アメリカ人１：強制立ち退き
・アメリカ政府が戦時下において「市民」および「外国人」の権利をどのようにとらえたのかを学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する
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60

第11回

第12回

第13回

小括
・映像資料をもとに、これまでの内容を復習する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

第二次世界大戦下のハワイ
・アメリカ合衆国本土とハワイの日系アメリカ人に対する対応の違いを学修する

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

戦後の日系アメリカ人
・法律の改正による影響や戦後にアメリカにやって来た「新一世」「新渡米者」について学修する

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

60

第10回

60

補償運動
・強制立ち退きの日系人への影響と日系人の視点からみた「市民」としての権利の回復について学修する。

60

60

第15回

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

歴史と記憶
・日本人移民の歴史をどのように記憶し、伝えていくのかを学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

全体のまとめ
・これまでの内容についておさらいする。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を中心とする。
講義の内容の理解度を確認するために、授業中の小テストを数回行う。
映像や文書史料などを用いた史料分析トレーニングを行う。

成績評価の方法
授業中に行う小テストおよび授業への参加度（20％程度）、課題レポート（30％程度）、学期末試験（持ち込み不可）（50％程度）から総
合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「アメリカの歴史と文化B」など。

テキスト
授業中に資料やプリントを配布する。

参考書
飯野正子『もう一つの日米関係史　紛争と協調のなかの日系アメリカ人』有斐閣　2000年。
貴堂嘉之『移民国家アメリカの歴史』岩波新書、2018年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入：「多人種・多民族国家」アメリカ
・講義の概要、課題などを説明する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

民族のパノラマ
・アメリカ合衆国への移民の流れを学ぶ。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

アングロ・アメリカ社会の形成
・アメリカ合衆国の基礎となった政治制度や文化を理解する

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する 60

テーマ・概要
本講義では「移民国家」、「多人種・多民族国家」をキーワードとして、21世紀に至るまでのアメリカの歴史を概観し、人種・民族をめぐ
る政治的・社会的・文化的問題を学ぶ。多様な人びとから成り立つがゆえにアメリカ合衆国はどのような問題に直面し、それにどう対処し
て国家としてのまとまりを保とうとしてきたのかを考える。

①　移民流入の経緯や彼らがアメリカ合衆国で果たした役割を理解する。
②　アメリカ現代史の流れを知り、基礎的な知識を身に着ける。
③　多様な人種・民族がアメリカ合衆国のあり方に影響を及ぼしていることを理解し、その意義を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカの歴史と文化Ｂ

増田　直子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433308

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「新移民」の流入
・移民の質の変化と移民社会形成を理解する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

移民排斥
・移民を受け入れるアメリカ社会の反応を学修する。

60

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

第9回 日本人移民
・日本からアメリカへの移民について学ぶ

第7回

第8回

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

黒人奴隷制度
・奴隷制度の発展、黒人の奴隷制度への抵抗を学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

アフリカ系アメリカ人の地位向上とその課題
・公民権運動と現代のアフリカ系が直面している状況を学修する。

60

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

小括
・映像資料をもとに、これまでの内容を復習する

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

日系アメリカ人
・「日本人」移民から日系「アメリカ人」への変容を理解する

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

アメリカ先住民
・アメリカ史における先住民の扱いと彼らの抵抗を学ぶ。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

アジア系アメリカ人
・移民法改正とアジア系をめぐる諸問題を理解する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

60

第10回

60

ヒスパニック/ ラティーノ
・ヒスパニック/ ラティーノをめぐる諸問題を理解する。

60

60

第15回

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。 60

多文化主義
・同化の概念と多様性をめぐる論争を学修する。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

全体のまとめ
・これまでの内容についておさらいする。

授業時に配布した資料を読み、自分の言葉でまとめ、復習する。

第14回

- 1356 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を中心とする。
講義の内容の理解度を確認するために、授業中の小テストを数回行う。
映像や文書史料などを用いた史料分析トレーニングを行う

成績評価の方法
授業中に行う小テストおよび授業への参加度（20％程度）、課題レポート（30％程度）、学期末試験（持ち込み不可）（50％程度）から総
合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「アメリカの歴史と文化A」など。

テキスト
授業中に資料やプリントを配布する。

参考書
明石紀雄・飯野正子『エスニック・アメリカ』（第3版）有斐閣選書、2011年。
アダルベルト・アギーレ・ジュニア、ジョナサン・H・ターナー『アメリカのエスニシティ　人種的融和を目指す多民族国家』神田外語大
学アメリカ研究会訳、明石書店、2013年。
加藤洋子『「人の移動」のアメリカ史　移動規制から読み解く国家基盤の形成と変容』彩流社、2014年。
その他、講義中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　歴史と歴史学

【予習】シラバスを熟読し、「これまで自分が受けてきた日本史・世界史の授業はどのようなものだっ
たのか、自分が歴史学にもつイメージはどのようなものか」について、考えてくる。
【復習】参考文献を書店・図書館などで確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

史料批判と史実（２）　二度とセンター試験に出すな鹿子木荘

【予習】荘園の寄進について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

史料批判と史実（１）　８９４に戻そう遣唐使を白紙にもどそう

【予習】遣唐使について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

テーマ・概要
私は歴史学者です。

高校までの歴史の勉強が,教科書や事典を読んで学ぶ営みであるとすれば,大学での歴史学の学びは,教科書や事典の記述の根拠について裏
を取りながら,自分なりのストーリーを描くことであるといえるかもしれません（その総決算は卒業論文）。本講義では,必ずしも歴史学専
攻ではない学生にも,歴史学とは如何なる学問なのかを知ってもらうため,日本中世史を主な素材としながら,歴史学という営みへのガイダ
ンスを行います。

具体的な内容については,授業計画を参照してください。日本史（日本中世史）を素材として取り上げますが,必ずしも高校の授業のような
通史の授業ではないことに注意してください。

ＤＰ１（教養の修得）、ＤＰ６（文化現象の総合的理解）を実現するため、特に日本史を中心とした歴史学的な思考法を学ぶことを通じ
て、日本人とって歴史あるいは歴史文化とは何なのか、ということについて理解を深めることを目標とします。　
歴史学とは如何なる学問なのか？常識的な歴史イメージや歴史小説,高等学校の「日本史」「世界史」とどのように異なるのか？本講義を
履修し終えたとき,このような問いに自分なりに答えられるようになること,それが本講義の目標です。それとあわせて,日本中世史に関し
て基礎的な知識を身につけてもらいたいです。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本の歴史と文化Ａ

佐藤　雄基

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433309

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

史実と歴史的評価：　１１９２つくろう鎌倉幕府

【予習】鎌倉幕府の成立について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

近代歴史学のはじまり：『太平記』と「抹殺博士」

60

【予習】「もののけ姫」ことについて、インターネット、辞典類で調べてくる。まだ観たことがない人
は、できれば、DVDを借りるなどして、観てくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

第9回 新しい中世像（１）：『もののけ姫』を考える

第7回

第8回

【予習】太平記について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

歴史は教訓か？

【予習】「歴史を教訓にする」ことについて、考えてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

日本史における「中世」の発見

120

【予習】日本史における時代区分のあり方について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

到達度確認中間テストとその解説

【予習】中間テストに備えて、予習する。
【復習】中間テストを丁寧に復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

新しい中世像（２）：網野史学を考える

【予習】「自分の知っている歴史知識の中に女性や権力者ではない一般人の歴史に関する知識がどれく
らいあるのか」について考えてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

日本史を考えなおす（１）　国風文化論

【予習】平安中期の文化史について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

日本史を考えなおす（２）　武士論

【予習】中世の武士について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

第10回

60

日本史を考えなおす（３）　天皇論

60

120

第15回

【予習】天皇の歴史について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

到達度確認期末テスト

【予習・復習】期末テストのために、予習、あるいは復習する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回

- 1360 -



授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
プリントを配布し、講義形式で行います。また、受講生の意見や希望によっては、授業の内容を微調整する可能性もあります。

成績評価の方法
中間テスト（50％）、到達度確認期末テスト（50％）。リアクションペーパーによる授業への高度な質問については、評価に加える場合も
あります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・歴史学的な思考法とはどのようなもので、高校教育までの「日本史」とどのような点で異なるのか、理解できているか。
・常識的な「日本史」像がどのような性格のもので、歴史学の研究においてそれがどのようにして見直されてきたか、理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本の歴史と文化B

テキスト
プリントを配布します。

参考書
高橋秀樹 ,三谷芳幸, 村瀬信一『ここまで変わった日本史教科書』吉川弘文館、2016
その他の参考文献は授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

【予習】高校「日本史B」の復習、テキストの購入・内容の確認 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第１章　ジェンダー射程から見た現代日本

【予習】テキスト「第１章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

総論　　ジェンダー視点で日本史を読み直すとは？

【予習】テキスト「総論」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

テーマ・概要
テーマは「日本ジェンダー史」。
ジェンダー概念を理解することで、従来の「日本史」が、男性中心であること、女性や子供などの弱者に対する叙述が少ないことなどを確
認していく。
その上で、ジェンダーに配慮した歴史叙述とは何かを考えていきたい。
高校日本史教科書をジェンダーで読み替えた書物が出版されているので、それをテキストとする。

ジェンダー概念を理解し、説明することができる。
日本の歴史をジェンダー的視点で見直し、新たな日本通史をイメージすることができる。
単に新知見を受け入れるだけでなく、既存の自分の知識と照らし合わせた上で、自分なりの意見を持ち、それを他者に口頭や文章で伝える
ことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本の歴史と文化Ｂ

高松　百香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433310

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

第２章　原始社会の生活と文化

【予習】テキスト「第２章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

第３章　農耕社会の成立とジェンダー

60分

【予習】テキスト「第６章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

第9回 第６章　中世社会の成立と文化

第7回

第8回

【予習】テキスト「第３章」を熟読
【復習】学修内容の確認

第４章　律令国家の形成

【予習】テキスト「第４章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

第５章　貴族政治と国風文化の発達

90分

【予習】テキスト「第５章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

小テスト・および解説

【予習】小テストに備え、これまでの学修内容の確認
【復習】小テストの結果を受けて、ここまでの学修内容を点検する
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60分

第11回

第12回

第13回

第７章　幕藩体制の確立と庶民文化

【予習】テキスト「第７章」を熟読
【復習】学修内容の確認

第８章　近代国家の成立

【予習】テキスト「第８章」を熟読
【復習】学修内容の確認

第９章　帝国日本と両大戦

【予習】テキスト「第９章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

第10回

60分

第10章　現代日本と世界

60分

120分

第15回

【予習】テキスト「第10章」を熟読
【復習】学修内容の確認

60分

到達度確認テスト

【予習】【復習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容の確認

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
主に講義形式。
予習として次回の単元を熟読してくることが前提。授業内で順番に音読するので、滞りなく読めるようにしておくこと。
授業中の発言や、授業後のリアクションペーパーなどで、受講生の意見を求めることがある。
小テストは第１～５章までの学修内容についての基本的な理解度と、キーワード（「ジェンダー」など）の理解を確認する。
到達確認テストは、授業で扱った全範囲を対象とする。
小テスト・到達度確認テストともに、テキストの持ち込み可とする。

成績評価の方法
小テスト（1回：20%）、到達度確認テスト（1回：40%）、授業中の発言や質問・授業評価アンケートへの回答など授業への積極的な参加
（40%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①ジェンダー概念を理解し、説明することができる。
②日本の歴史をジェンダー的視点で見直し、新たな日本通史をイメージすることができる。
③単に新知見を受け入れるだけでなく、既存の自分の知識と照らし合わせた上で、自分なりの意見を持ち、それを相手に口頭や文章で伝え
ることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校の「日本史B」の内容を理解していることを前提に授業を進める。
「日本史B」を履修していない学生は、図書館や友人に借りるなどして、「日本史B」の教科書を一通り読んでおくこと。

テキスト
久留島典子・長野ひろ子・長志珠絵編　『歴史を読み替える　ジェンダーから見た日本史』　（大月書店、2015年）
ISBN 　9784272501823
本体2,800円＋税

参考書
授業内で適宜指示もしくは配布する。
高校の日本史Bの教科書は頻繁に確認できるようにすること。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：万国博覧会とは何か。

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

万博の前史（2）科学技術、消費社会、異文化の発見

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

万博の前史（1）なぜ万博を開いたのか：産業博覧会と技術競争

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

テーマ・概要
この授業では、19世紀半ばにヨーロッパで誕生した「万国博覧会」の歴史を取り上げます。とりわけ代表的な開催国フランスと、幕末から
明治の日本の参加に焦点を当てることで、万博という場を通じた異なる文化の交流とそれに伴う諸問題を考察します。
フランスは、第二帝政から第三共和政にかけて、19世紀に計5回（1855年、67年、78年、89年、1900年）の万博をパリで継続的に開催し、
これらは「19世紀の熱狂」とも評される一大イベントに発展しました。一方、日本は、幕末の1867年パリ万博に初めて公式参加し、明治以
降も継続的に全てのパリ万博に参加しました。
フランスでは1870年代に「ジャポニスム」と呼ばれる文化現象が生まれるなど、パリ万博への日本の参加は「日本」のイメージをフランス
社会に広め、日仏間の交流を促進させる重要な媒体として機能したと言えるでしょう。
本授業では（１）フランスがそれぞれのパリ万博を開催した政治的・経済的・社会的背景および意義を分析し、（２）日本の参加という観
点から、フランスと日本の相互作用のなかでいかなる「日本」像が形成されたのか、その過程および変遷を検討します。
そして2025年に開催が決まった大阪万博など、現在の視点も取り入れ、万博の意義について考察します。

（1）近代において万博が果たした役割を理解すること、 （2）パリ万博への日本参加の変遷をたどることで、ヨーロッパや日本の近代史
を理解する多角的アプローチを身につけること、（3）異文化コミュニケーションのあり方について、歴史的な沿革・諸問題を理解するこ
と、以上の3点を目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

比較文化研究Ａ

寺本　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433313

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

1855年パリ万博（1）第二帝政と産業振興

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

1855年パリ万博（2）ヨーロッパにおける「日本」の情報

90分

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

第9回 1878年パリ万博（2）明治政府とジャポニスム

第7回

第8回

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

1867年パリ万博（1）サン・シモン主義と自由貿易

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

1867年パリ万博（2）初の日本公式参加

90分

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

1878年パリ万博（1）第三共和政の成立

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。
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90分

第11回

第12回

第13回

1889年パリ万博（1）革命百周年の「記憶の場」

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

1889年パリ万博（2）ジャポニスムの陰り

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

1900年パリ万博（1）19世紀の祭典の完成

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

第10回

90分

1900年パリ万博（2）日清戦争後の「日本」の表象

90分

90分

第15回

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

90分

20世紀のパリ万博：アール・デコ、植民地博

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

万博の現在：2025年大阪万博に向けて

授業内容を復習し、総括する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的に講義方式で行い、適宜パワーポイント等で写真・図版・映像資料を用います。課題のテキストは、印刷あるいはポータル・Web 
Class上で配布します。授業時のコメントシート、宿題レポート、学期末レポートを課します。

成績評価の方法
授業時に実施するコメントシート（20％）、宿題レポート（30％）、学期末レポート（50％）の合計による相対評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
本授業では、以下の項目を重視して評価を行います。 （1）講義内容を正確に理解していること、 （2）参考文献等を読み、各自でより深
い知識を得ていること、 （3）自己の見解を具体的・論理的に展開していること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目は2018年後期の比較文化研究B（寺本敬子担当授業）、また広い意味での歴史（社会史・文化史・政治史・経済史等）に関わる科
目と関連します。

テキスト
参考文献は、毎回の授業のなかで紹介します。

参考書
参考文献は、毎回の授業のなかで紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：ジャポニスムとは何か。

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ジャポニスムの前史（２）万国博覧会：科学技術、消費社会、異文化の発見

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

ジャポニスムの前史（１）日本の情報、18世紀のシノワズリとジャポネズリ

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

テーマ・概要
この授業は「グローバル・ヒストリーとしてのジャポニスム」をテーマとします。19世紀後半にヨーロッパで誕生した「ジャポニスム」と
いう文化現象に焦点を当て、各国でジャポニスムが広がった歴史的経緯を多角的に分析し、比較検討します。
ヨーロッパやアメリカの諸国において、日本の文化・芸術に対する関心を示す「ジャポニスム」がどのように生まれ、広がり、実際にいか
なる文化現象をもたらしたのか。また何故ジャポニスムは生まれたのか、各国の政治・経済・文化・社会等、その背景を多角的に検討しま
す。そして「Japan Expo」等、21世紀型の「文化」の伝播・交流のあり方と19世紀のそれとを比較することで、「文化」の越境の仕方を複
眼的に捉える分析力を養うことを目標とします。

１９世紀後半のヨーロッパでは、開国した日本の情報や物品が、とりわけ万国博覧会への日本参加を通じて広く伝わり、政治・外交上のみ
ならず文化的にも国際的に認知されるようになります。各国に広がった「ジャポニスム」について多角的に検討し、新たな文化現象が形成
されるときにどのような文脈があるのか、あるいはそこにどのような摩擦があるのか、これらの問いを明らかすること、そしてこうした問
いについての社会史的なアプローチ（文化史・経済史・外交史を含む）の意義を理解することが本講義の目標です。
到達目標は、（1）19世紀後半に「ジャポニスム」が誕生した歴史的背景を、政治・経済・文化・社会等から多角的に理解し、 （2）異文
化コミュニケーションのあり方について、歴史的な沿革・諸問題を理解することです。

到達目標

授業の計画と準備学修

比較文化研究Ｂ

寺本　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433314

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

フランス（１）

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

フランス（２）

９０分

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

第9回 オーストリア、ドイツ

第7回

第8回

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

イギリス（１）

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

イギリス（２）

９０分

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

アメリカ

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。
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９０分

第11回

第12回

第13回

他のヨーロッパ諸国（１）ベルギー、中央ヨーロッパ

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

他のヨーロッパ諸国（２）イタリア、スペイン

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

他のヨーロッパ諸国（３）北欧、ロシア

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

第10回

９０分

日本：ジャポニスムの里帰り

９０分

９０分

第15回

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

９０分

ジャポニスムの現在（１）

授業内容を復習し、授業時に適宜指示されるテキスト（指定した部分）を必ず読み、次の授業に向けた
予習をすること。

ジャポニスムの現在（２）

授業内容を復習し、総括する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的に講義方式で行い、適宜パワーポイント等で写真・図版・映像資料を用います。課題のテキストは、印刷あるいはポータル・Web 
Class上で配布します。授業時にコメントシート、宿題レポート、学期末レポートを課します。

成績評価の方法
授業時に実施するコメントシート（20％）、宿題レポート（30％）、レポート（50％）の合計による相対評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
本授業では、以下の項目を重視して評価を行います。 （1）講義内容を正確に理解していること、 （2）参考文献等を読み、各自でより深
い知識を得ていること、 （3）自己の見解を具体的・論理的に展開していること。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
2018年度前期「比較文化研究A」（寺本敬子担当授業）を先修していることが望ましい（もし先修していない場合は、初回ガイダンス時に
申し出ること）。本授業は、広い意味での歴史（社会史・文化史・政治史・経済史等）に関わる科目と関連します。

テキスト
参考文献は、毎回の授業のなかで紹介します。

参考書
参考文献は、毎回の授業のなかで紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。高校の世界史の教科書などを通して、オスマン帝国の歴史を思い出す。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

オスマン帝国の成立

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

世界史のなかのテュルク

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

テーマ・概要
【テーマ】オスマン帝国と歴史世界
【概要】20世紀初頭に終焉を迎えるまでのおよそ600年にわたり、中東・北アフリカ・バルカン半島の主要部分を勢力下におさめたオスマ
ン帝国は、世界史のさまざまな局面において、あるときは「主役」として、またあるときは「脇役」として、独特の存在感を示してきた。
この授業では、とくに歴史的出来事の「比較と連関」に留意して、同時代の世界史の動向と密接に連動しながら展開していくオスマン帝国
の歴史を学ぶ。扱う時代としては、16世紀から20世紀初頭にかけての「近世」と「近代」に重きを置くことにする。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・オスマン帝国史の通時的な見取り図を描けるようになる。
・オスマン帝国の歴史を、同時代の世界史の動向のなかに位置づけながら説明できるようになる。
・オスマン帝国の歴史を事例として、世界史を「比較と連関」の視座から把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

アジアの歴史と文化Ａ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433311

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

オスマン帝国の拡大

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

オスマン帝国の近世（1）

60

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

第9回 オスマン帝国の近代：改革・立憲・専制（1）

第7回

第8回

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

オスマン帝国の近世（2）

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

近世から近代へ（1）
※中間レポート提出（予定）。

60

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

近世から近代へ（2）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。
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60

第11回

第12回

第13回

オスマン帝国の近代：改革・立憲・専制（2）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

オスマン帝国の近代：改革・立憲・専制（3）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

近代から現代へ：革命・戦争・終焉（1）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

第10回

60

近代から現代へ：革命・戦争・終焉（2）

60

60

第15回

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

60

近代から現代へ：革命・戦争・終焉（3）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

授業の総括と確認

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着をはかる。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義形式で進める。
・特定のテキストは用いず、レジュメ等を授業内で適宜配付する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（20％）、中間レポート（30％）、期末試験（または期末レポート）（50％）。
・中間レポートの未提出者には期末試験の受験資格（または期末レポートの提出資格）を与えないので注意すること。
・授業に関する質問や意見を記入する用紙を毎回提出してもらい、授業への取り組みの度合いを判定する材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・オスマン帝国に関する情報だけでなく、各自の興味・関心に応じて、その他の地域や出来事に関する情報も積極的に収集すること。
・授業では、日本史を含むさまざまな歴史的出来事に言及することになるので、高校の世界史や日本史の教科書・資料集などを活用して基
本的な情報を確認するとよい。
・関連科目①：「アジアの歴史と文化Ｂ」では、オスマン帝国の後継国家（の一つ）であるトルコ共和国の歴史を扱う。
・関連科目②：「文化交流史」では、オスマン帝国を含むユーラシア世界に展開したトルコ系諸民族（テュルク）の歴史を扱う。
・関連科目③：成蹊教養カリキュラム「歴史トピックス（中東地域史の諸問題）」では、オスマン帝国を含む中東地域史の諸問題を扱う。

テキスト
とくに設けない。

参考書
関連文献は、日本語・ヨーロッパ諸語のものを中心に授業内で紹介する。通史の理解を助ける参考書・事典類として、下記のものをすすめ
る。
・林佳世子『オスマン帝国500年の平和』（講談社、2008年）
・新井政美『トルコ近現代史』（みすず書房、2001年）
・Ｃ.Ｖ.フィンドリー『テュルクの歴史：古代から近現代まで』（明石書店、2017年）
・大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店、2002年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。高校の世界史の教科書のなかで、トルコ共和国の歴史に関する記述がどれだけあるか
をチェックしておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トルコ共和国の成立（1）

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

近代から現代へ

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テーマ・概要
【テーマ】トルコ共和国と現代世界
【概要】第一次世界大戦終結直後の1923年に成立したトルコ共和国は、人口の9割以上がイスラーム教徒であるにもかかわらず、トルコ語
で「ラーイクリキ」と呼ばれる政教分離・世俗主義の原則を国是とする現代国家として知られている。ところが現在、そのトルコでは、親
イスラーム政党が17年にわたり政権与党の座を維持するという「未曽有」の事態が生じている。この17年間はまた、グローバル化が進展す
る現代世界のなかで、トルコが政治的・経済的に存在感を高め、中東の「地域大国」としての地位を固めていく時期に重なる。この授業で
は、そうしたトルコ共和国の歴史を現代世界の歴史的展開のなかで考えていく。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・トルコ現代史の通時的な見取り図を描けるようになる。
・トルコの歴史を、中東情勢や現代世界の動向のなかに位置づけながら説明できるようになる。
・トルコの視点から現代世界を俯瞰することで、受講者各自のこれまでの現代史理解を相対化することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

アジアの歴史と文化Ｂ

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433312

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

トルコ共和国の成立（2）

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

戦間期の世界とトルコ（1）

60

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第9回 戦後の世界とトルコ（3）
※中間レポート提出（予定）。

第7回

第8回

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

戦間期の世界とトルコ（2）

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

戦後の世界とトルコ（1）

60

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

戦後の世界とトルコ（2）

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。
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60

第11回

第12回

第13回

戦後の世界とトルコ（4）
※映画鑑賞（予定）。

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

戦後トルコをめぐる諸問題（1）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

戦後トルコをめぐる諸問題（2）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第10回

60

21世紀のトルコ（1）

60

60

第15回

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

21世紀のトルコ（2）

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

授業の総括と確認

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探求する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義形式で進める。
・特定のテキストは用いず、レジュメ等を授業内で適宜配付する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（20％）、中間レポート（30％）、期末試験（または期末レポート）（50％）。
・中間レポートの未提出者には期末試験の受験資格（または期末レポートの提出資格）を与えないので注意すること。
・授業に関する質問や意見を記入する用紙を毎回提出してもらい、授業への取り組みの度合いを判定する材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・トルコに関する情報だけでなく、各自の興味・関心に応じて、その他の地域や出来事に関する情報も積極的に収集すること。
・授業では、日本史を含むさまざまな歴史的出来事に言及することになるので、高校の世界史や日本史の教科書・資料集などを活用して基
本的な情報を確認するとよい。
・関連科目①：「アジアの歴史と文化Ａ」では、トルコ共和国の前身であるオスマン帝国の歴史を扱う。
・関連科目②：「文化交流史」では、トルコを含むユーラシア世界に展開したトルコ系諸民族（テュルク）の歴史を扱う。
・関連科目③：成蹊教養カリキュラム「歴史トピックス（中東地域史の諸問題）」では、トルコを含む中東地域史の諸問題を扱う。

テキスト
とくに設けない。

参考書
関連文献は、日本語・ヨーロッパ諸語のものを中心に授業内で紹介する。授業の理解を助ける参考書・事典類として、下記のものをすすめ
る。
・新井政美『トルコ近現代史』（みすず書房、2001年）
・今井宏平『トルコ現代史』〈中公新書〉（中央公論新社、2017年）
・Ｃ.Ｖ.フィンドリー『テュルクの歴史：古代から近現代まで』（明石書店、2017年）
・大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店、2002年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

導入（1）：授業紹介／文献案内
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・授業に関連する基礎的な参考文献について紹介する。

【予習】シラバスを読み、事前に授業内容を把握する。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

朝鮮史概説（1）：古代～高麗時代
・朝鮮史の展開過程のうち古代から高麗時代について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

導入（2）：朝鮮半島の自然環境と地理
・朝鮮史の舞台である朝鮮半島の自然環境と地理について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

テーマ・概要
　本科目では、朝鮮史の大きな流れと朝鮮時代（1392-1910）の歴史について学ぶ。
　授業では、まず古代から近代に至る朝鮮史の展開過程を通史的に概観する。その後、特に朝鮮時代を取り上げ、当該時期の歴史を政治・
社会・経済・外交などの側面からやや詳しく解説する。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
①古代から近代に至る朝鮮史の大きな流れを理解する。
②朝鮮時代の政治・社会・経済・外交に対する理解を深める。
③授業で得た知見をもとに、歴史的視点から朝鮮の伝統文化・社会の特質や近代化などの問題について考える。

到達目標

授業の計画と準備学修

地域研究Ａ

六反田　豊

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433315

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

朝鮮史概説（2）：朝鮮時代
・朝鮮史の展開過程のうち朝鮮時代について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

朝鮮史概説（3）：近代（開港期）
・朝鮮史の展開過程のうち近代（開港期）について学修する。

60

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

第9回 朝鮮時代史概説（3）：朝鮮時代前半期の経済
・朝鮮時代前半期の経済史について学修する。

第7回

第8回

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

朝鮮史概説（4）：近代（植民地期）
・朝鮮史の展開過程のうち近代（植民地期）について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

朝鮮時代史概説（1）：朝鮮の建国過程
・高麗の滅亡と朝鮮の建国過程について学修する。

60

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

朝鮮時代史概説（2）：朝鮮時代前半期の政治
・朝鮮時代前半期の政治史について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

朝鮮時代史概説（4）：朝鮮時代前半期の社会
・朝鮮時代前半期の社会史について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

朝鮮時代史概説（5）：朝鮮時代後半期の政治
・朝鮮時代後半期の政治史について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

朝鮮時代史概説（6）：朝鮮時代後半期の経済
・朝鮮時代後半期の経済史について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

第10回

60

朝鮮時代史概説（7）：朝鮮時代後半期の社会
・朝鮮時代後半期の社会史について学修する。

60

60

第15回

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

60

朝鮮時代史概説（8）：朝鮮時代の対中国関係
・朝鮮時代の対中国関係について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

朝鮮時代史概説（9）：朝鮮時代の対日本関係
・朝鮮時代の対日本関係について学修する。

【予習】参考書等の該当箇所を読んでおく。
【復習】配付資料の内容を確認する。

第14回
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随時、電子メールでも受け付ける。

授業の方法
義形式でおこなう。毎回、配付するレジュメと資料に基づいて進める。
学期末に期末レポートを提出してもらう。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況、30％）と期末レポート（70％）により評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①古代から近代に至る朝鮮史の大きな流れを理解しているか。
②朝鮮時代の政治・社会・経済・外交に対する基礎的知識を修得しているか。
③授業で得た知見をもとに、歴史的視点から朝鮮の伝統文化・社会の特質や近代化などの問題について考えることができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
第1回の授業で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション、授業の進め方、
「ラテンアメリカ」という名前

講義の復習 20

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ラテンアメリカ的諸概念

講義の復習 30

ラテンアメリカの地理、国々、人びと

講義の復習 30

テーマ・概要
この授業ではラテンアメリカ地域について、多文化／多民族性という観点から考える。ラテンアメリカでは、多様な民族、文化のある社会
がかたちづくられている。歴史的状況や現在的状況を、食といった身近なテーマから自然資源や暴力といったラテンアメリカに特徴的な
テーマと交差させてながら、多角的に考える。また、授業資料として映画や小説なども用いる。ラテンアメリカについて知るさまざまな方
法も併せて学びながら、知らないことについても理解を深められるようになることが求められる。

ラテンアメリカ地域の特徴を知る
多文化、多民族状況を具体的な場面を通して想像できるようになる。
多文化的状況をさらに細かく分けて考えられるようになる
映画や小説を、知らないことを知る／考えるための材料にできるようになる

到達目標

授業の計画と準備学修

地域研究Ｂ

近藤　宏

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433316

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

映画『ウォーターウォー』から学ぶ1

講義の復習 30

映画『ウォーターウォー』から学ぶ2

30

前回の講義／配布資料等の振り返り 30

第9回 食からみるラテンメリカ1　社会の形成
　ブラジル料理／ペルー料理／アルゼンチン料理

第7回

第8回

講義の復習

先住民と植民地１　ラス・カサス
　　　　　　　　　レドゥクシオン

講義の復習 30

先住民と植民地2　　異文化の混交
　　　　　　　　　「混血」と棲み分け

50

レポート準備 50

先住民と植民地3　　叛乱と理想郷

レポート準備
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60

第11回

第12回

第13回

食からみるラテンアメリカ2　移動の歴史
　肉食とトウモロコシ

レポート準備

食からみるラテンアメリカ3　嗜好品は誰のために
　砂糖、チョコレート

レポート準備

現代のラテンアメリカと多文化性　
　多文化と暴力1

講義の復習＋レポート準備

60

第10回

60

現代のラテンアメリカと多文化性　
　多文化と暴力2

60

60

第15回

講義の復習＋レポート準備 60

現代のラテンアメリカと多文化性
　自然はどう分けられるのか

レポート準備

現代のラテンアメリカと多文化性
　自然はどう分けられるのか

レポート提出準備

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義でおこなう。映画なども授業に取り入れる。それらを鑑賞するだけでなく、知らないことを学び、考えていなかったことを考え
るためのきっかけとなることを期待する。
毎回の授業で、コミュニケーションペーパーを配布する。それによって積極的に授業参加をしてほしい。授業参加は、教室にいることを意
味しない。
課題レポートは、授業で学んだことを用いて文章を書くこと、またそのために必要となる情報や知識について調べていることなどを中心に
評価する。

成績評価の方法
課題レポート（2回、各15％）、期末レポート（45％）、授業参加（25％）から総合的に評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にないが、地図を見る、知らない国名地名都市名を調べることを習慣づけてほしい

テキスト
なし.
ただし、以下の参考書については積極手に手に取ってほしい

参考書
『ラテンアメリカ500年』清水透
『ラテンアメリカからの問いかけ』西川長夫・原毅彦（編）
『現代ラテンアメリカ文学併走』安藤哲行
現代企画室刊行『インディアス群書』各巻

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業内容の説明
・オーストラリアに関する基礎的な説明

シラバスを読み、授業内容を確認する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

白人による探検と入植の開始
・オランダ人や1770年のクックによる探検など
・1788年1月26日の現在のシドニーへの入植開始

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

先住民
・白人入植より前にオーストラリア大陸に住んでいた人々の文化や生活及び、入植後の白人との関係

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

テーマ・概要
地域研究Ｃでは、オーストラリアの歴史を中心とする授業を行います。オーストラリアと日本の関係は、太平洋戦争の際には不幸にも敵国
同士でしたが、戦後は貿易面から発展し、旅行や留学などで人々の交流も進展をみせ、近年では外交安全保障の分野でも接近が見られま
す。このオーストラリアはどのような歴史を辿ってきた国なのでしょうか。世界史の展開や周辺地域の歴史も踏まえ、また日本との関係に
も触れつつ、学習します。

ＤＰ１（教養の習得）やＤＰ３（他者との協働）を実現するために、オーストラリアと周辺地域の歴史及び日本との関係について、世界史
の展開も背景に意識しながら、基礎的な理解を習得することを目標とします。

到達目標

授業の計画と準備学修

地域研究Ｃ

木村　友彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433317

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

イギリスの流刑植民地の変容と終焉
・シドニーを中心とするニューサウスウェールズ植民地（及び他の植民地）の発展について

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

1851年のゴールドラッシュと人種主義の台頭
・ゴールドラッシュとメルボルンの発展
・白豪主義の起源

60

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

第9回 オーストラリアと第二次世界大戦
・戦前の豪日関係。地中海戦線と日本との戦争
・太平洋戦争期のイギリスからアメリカへの接近

第7回

第8回

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。

1901年のオーストラリア連邦の発足
・各植民地（現在の州の前身）が、単一の連邦政府の設立に合意した背景。白豪主義の制度化

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

連邦発足後のオーストラリアと第一次世界大戦
・イギリスとの密接な関係の継続と大戦への参戦。大戦の展開とその影響。首都キャンベラの建設

120

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

到達度確認テスト（中間）およびその解説
・第１回から第7回までの授業内容に関するテスト及びその解説

第1回から第７回までの授業内容を復習しテストの準備を行う。テスト後には復習を行う。
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60

第11回

第12回

第13回

冷戦期のオーストラリア（～1960年代）
・白豪主義の継続と変容。「幸運な国」論
・アメリカ（とイギリス）に依存した安全保障政策

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。

オーストラリアの変容（1970年代～90年代半ば）
・多文化主義への移行
・アジアへの関与政策の推進

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。

近年のオーストラリア（1990年代半ば～）
・移民やボートピープルを巡る論議
・共和制問題や対米関係、対中関係を巡る論議

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。

60

第10回

60

第二次世界大戦後の豪日関係の展開
・対日占領、通商協定（’57）、友好協力条約（’77)、安全保障協力に関する共同宣言(’07）

120

60

第15回

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。 60

まとめ及びニュージーランド史の紹介
・授業全体のまとめ。時間があれば、関連のあるニュージーランド史の紹介も簡単に行う。

配布資料及び参考文献を読み、内容理解を深める。

到達度確認テスト（期末）およびその解説
・第9回から第14回までの内容を中心とするテスト及びその解説

第9回から第14回までの授業内容を復習しテストの準備を行う。テスト後には復習を行う。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的にはプリントを配布し、講義形式で行うことを予定しています（但し上記の授業計画には、幾らかの変更も考えられます）。内容理
解を深めるために、授業では関連する短編の読み物を配布したり、ＤＶＤなどを活用したりすることも考えています。また授業ごとにコメ
ントペーパーを配り、感想や意見を提出して貰うことも予定しています。

成績評価の方法
授業への参加状況（コメントペーパーを含む）が60％、到達度確認テスト（中間と期末）が40％を基本に、総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
オーストラリアとその周辺地域の歴史や現状、日本との関係に関する基本的な理解及び知識の習得

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は特に必要としませんが、世界史の知識は授業理解に役立つことがあると思います。

テキスト
特に指定しません。

参考書
竹田いさみ『物語オーストラリアの歴史 : 多文化ミドルパワーの実験』 中央公論新社、 2000年、929円。
　（入手し易い本ですので、参考書としてお勧めします。）
英語では、次など。David Day, Claiming a continent : a new history of Australia, Harper Perennial, 2005.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ロシア帝国成立前のロシア①
・キエフ・ルーシからモスクワ・ロシアへ

予習：シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握しておく。
復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ピョートル1世の西欧化政策

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

ロシア帝国成立前のロシア②
・モスクワ・ロシアの特徴

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

テーマ・概要
1917年革命以前のロシアの歴史を、特に国家と社会の関係や、統治制度改革、政治改革をめぐる問題に焦点を当てて、講義する。適宜、関
連映像の視聴も行う。

帝政崩壊までのロシア史の流れ、キエフ・ルーシ、モスクワ・ロシアの特徴、ロシア帝国成立後に関しては各皇帝の治世の概要や主要な事
件・改革の内容などについて、西ヨーロッパとの比較も含めて説明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

地域研究Ｄ

草野　佳矢子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433318

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

女帝たちの時代

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

エカチェリーナ2世の統治

60

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

第9回 革命運動と政治改革の試み

第7回

第8回

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

アレクサンドル1世とニコライ1世

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

アレクサンドル2世と大改革①

60

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

アレクサンドル2世と大改革②

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

アレクサンドル3世時代のロシア①

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

アレクサンドル3世時代のロシア②

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

ニコライ2世の治世－1894～1904年

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

60

第10回

60

第一次ロシア革命

90

60

第15回

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。 60

帝政ロシアの崩壊

復習：講義内容について配布レジュメや参考書を読んで理解を深める。

理解度の確認テスト

復習：理解度の確認テストを通して、この授業を振り返り、不足している知識等を確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は配布プリントに沿って、講義を中心に進めます。
授業後、リアクションペーパーに､感想・質問などを書いて提出してください。
理解度確認テストの受験は、第15回目の授業を除いて10回以上の出席がある学生に対して認めます
（20分以上の遅刻は0.5回の出席とします）。
上に示された予復習時間はあくまでも目安であって、各自の理解度に応じて取り組んでください。

成績評価の方法
理解度確認テスト80％、授業への取り組み（リアクション・ペーパーへの提出）20％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・近代ロシア史の流れ、ロシアの国家・社会の特徴を西欧のそれと比較して理解しているかに着目して評価します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校世界史程度の西洋史（ロシア史を含む）の知識があること。

テキスト
特定の教科書は用いません。

参考書
『ロシアを知る事典』、平凡社
世界歴史体系『ロシア史1〜3』、山川出版
藤本和貴夫他編著『ロシア近現代史』、ミネルヴァ書房
栗生沢猛夫『図説　ロシアの歴史』　河出書房新社
土肥恒之『図説　帝政ロシア』　河出書房新社
マルク・ラエフ（石井規衛訳）『ロシア史を読む』名古屋大学出版会

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。高校世界史の教科書などで、トルコ系諸民族（テュルク）に関する記述をチェックし
ておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

先駆者たちの時代（1）：テュルク以前の騎馬遊牧民

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テュルク・ユーラシア史のアウトライン

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テーマ・概要
【テーマ】テュルク・ユーラシア世界の歴史と文化
【概要】一般に「トルコ人」（テュルク）といえば、現在のアナトリア半島に位置するトルコ共和国の住民を思い浮かべることが多い。し
かし、そもそも東部ユーラシア北方に起源を有するテュルクは、長い年月をかけてユーラシア世界を西進し、その過程でさまざまな集団や
文化と接触し、交流と混交を繰り返しながら、中央アジアや中東に居住空間を広げた。そこからさらに、南アジア、北アフリカ、ヨーロッ
パをめざすテュルクもいた。この授業では、ユーラシア規模で展開したテュルクの歴史を古代から現代まで通観することで、総合的かつ新
しいユーラシア世界史理解の可能性を探究する。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・古代から現代までのテュルクの歴史の通時的な見取り図を描けるようになる。
・テュルクの視点からユーラシア世界全体の歴史を展望できるようになる。
・ユーラシア世界の歴史を広く比較と連関の視座から捉え、説明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

文化交流史

佐々木　紳

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433319

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

先駆者たちの時代（2）：テュルクの登場

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テュルク化とイスラーム化（1）：内陸ユーラシアの変容

60

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第9回 テュルク・ユーラシアの近代（1）：テュルク・ユーラシア史の「大分岐」
※中間レポート提出（予定）。

第7回

第8回

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

テュルク化とイスラーム化（2）：西部ユーラシアへの展開

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

近世帝国の競演（1）：ティムール朝とムガル朝

60

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

近世帝国の競演（2）：オスマン朝とサファヴィー朝

【予習】
中間レポートの作成に向けて、課題図書を選定し、読み進める。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。
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60

第11回

第12回

第13回

テュルク・ユーラシアの近代（2）：内陸ユーラシアのテュルク

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

テュルク・ユーラシアの近代（3）：中東のテュルク

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

テュルク・ユーラシアの現代（1）：「長い20世紀」のテュルクたち

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第10回

60

テュルク・ユーラシアの現代（2）：ロシア=ソ連のテュルク、トルコののテュルク

60

60

第15回

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テュルク・ユーラシアの現代（3）：グローバル・テュルク

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

授業の総括と確認

【予習】
期末試験に向けて、授業を通して得た知見や学説が他地域・他分野に応用できるかどうかを探究する。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

第14回

- 1400 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義形式で進める。
・特定のテキストは用いず、レジュメ等を授業内で適宜配布する。

成績評価の方法
・授業への取り組み（20％）、中間レポート（30％）、期末試験（または期末レポート）（50％）。
・中間レポートの未提出者には期末試験の受験資格（または期末レポートの提出資格）を与えないので注意すること。
・授業に関する質問や意見を記入する用紙を毎回提出してもらい、授業への取り組みの度合いを判定する材料とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・授業では、日本史を含むユーラシア世界のさまざまな歴史的出来事に言及することになるので、高校の世界史や日本史の教科書や資料集
などを活用して基本的な情報を確認するとよい。
・関連科目①：「アジアの歴史と文化Ａ」では、テュルク系国家の一つであるオスマン帝国の歴史を扱う。
・関連科目②：「アジアの歴史と文化Ｂ」では、テュルク系国家の一つであるトルコ共和国の歴史を扱う。
・関連科目③：成蹊教養カリキュラム「歴史トピックス（中東地域史の諸問題）」では、テュルクの活動舞台の一つである中東地域史の諸
問題を扱う。

テキスト
とくに設けない。

参考書
関連文献は、日本語・ヨーロッパ諸語のものを中心に授業内で紹介する。授業の理解を助ける参考書・事典類として、下記のものをすすめ
る。
・Ｃ.Ｖ.フィンドリー『テュルクの歴史：古代から近現代まで』（明石書店、2017年）
・小松久男編『テュルクを知るための61章』（明石書店、2016年）
・大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』（岩波書店、2002年）
・小松久男ほか編『中央ユーラシアを知る事典』（平凡社、2005年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ポンペイの地理的条件（カンパニア地方の地誌）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ポンペイ最後の日々（ヴェズビオ山の噴火、小プリニウスによる記録）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

ローマ以前およびローマ市民植民市としての歴史（独裁官スッラのイタリア政策）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

テーマ・概要
【テーマ】古代都市ポンペイの歴史と社会
【概要】紀元79年のヴェズビオ山噴火によって火山灰の下に埋もれたローマ帝国の都市ポンペイは、その成り立ちゆえに遺跡として他に類
を見ないものとなっている。あたかも写真における「スナップショット」のように、ある瞬間の人々の生きた姿をそのままに切り取って後
世に伝えているのだ。商店主から金貸し、剣闘士、居酒屋の酔客、娼家の女性に至るまで、あらゆる職業、階層、年齢の人々が、落書きや
壁画、モザイク、遺物などによってその声を残している。それ故、我々がなすべきことは、それら古代人の残したものに謙虚に耳を傾ける
ことである。授業では、ポンペイの歴史から始めて、当時の人々の暮らしぶりや内面を窺わせる史料・遺物を紹介し、その遺跡としての意
義・魅力を伝えていく。古代ローマ史に関する事前の予備知識は必要としないが、人間の営みに対する生き生きとした感受性をもって授業
に臨んでほしい。

(1)古代都市ポンペイの歴史と社会の在り方についての基礎的な知識を習得する。
(2)ポンペイの歴史を古代ローマ史の文脈の中で理解する。
(3)ポンペイに関する一般書籍を独力で読めるようになる。
(4)ポンペイに関する主要な問題点について、自分の言葉で説明が出来るようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ギリシア・ローマ文化Ｂ

井上　秀太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433321

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

人口統計（歴史人口学の知見）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

都市の自治（政務官制度）

30分

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

第9回 経済生活（羊毛産業、市内の縮絨作業場）

第7回

第8回

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

都市の自治（落書きに見る選挙の実態）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

宗教生活（ギリシア・ローマの伝統宗教、エジプト伝来の宗教、皇帝礼拝）

30分

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

経済生活（ブドウ栽培とワイン製造、魚醤）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。
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30分

第11回

第12回

第13回

家庭生活（家屋の構造）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

娯楽（飲食店における喜怒哀楽）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

女性と性産業（売春宿と娼婦たち）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

第10回

30分

見世物興行（落書きに現れた剣闘士たちの闘い）

30分

30分

第15回

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

30分

舞台芸術（大小の劇場）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

噴火後のポンペイ（遺跡としての歩み）

【事前の学習】毎回次週の講義のキーワードを予告するので、ネットなどを利用してその言葉について
調べておくこと。
【事後の学習】授業後は配布したプリントを読んでおくこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義形式で行い、教科書・副読本などは使わず、すべてプリントに基づいて進めていく。また図像史料を多数紹介し、予備知識が乏
しくとも興味が持てるような授業にしていく。

成績評価の方法
学期末に行う試験に基づいて評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書
R. リング（堀賀貴訳）『ポンペイの歴史と社会』同成社　2007年
本村凌二『優雅でみだらなポンペイ』講談社　2004年
アントニオ・ヴァローネ（広瀬三矢子訳）『ポンペイ・エロチカ：ローマ人の愛の落書き』PARCO出版　1999年
長谷川岳男・樋脇博敏（共著）『古代ローマを知る事典』東京堂出版　2004年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義全体で取り上げる問題の設定と、講義の前提となる基礎的知識の説明。

高校の世界史など、これまでフランス史について学んだことを思い出し、整理しておく。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

アンリ4世の統治

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

宗教戦争とアンリ4世の即位

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

テーマ・概要
ブルボン王朝の歴史。ブルボン王朝は、16世紀末にアンリ4世が即位してから18世紀末にフランス革命の中でルイ16世が処刑されるまで
（革命後の復古王政は本講義の対象外とする）、5人が王位についている。これらの国王を話の軸に据えながら、それぞれの国王が統治し
た時代の政治・経済・社会を概観する。

ブルボン王朝の時代は「アンシァン・レジーム」とも言われ、中世の封建制から近代の資本主義社会への移行期とされる。それが具体的に
はどのような時代だったのかを概観することで、フランス史全体への理解を深めるとともに、近代フランスが成立するのに、なぜフランス
革命のような大混乱が必要だったのかを考える基盤を作りたい。また国王という生身の人間を軸にすることで、数百年前の社会で生きる
人々について具体的なイメージが浮かぶように努めたい。

到達目標

授業の計画と準備学修

フランス文化・文化史特講Ｂ

山崎　耕一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433323

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ルイ13世の即位

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

ルイ13世とリシュリュー

90分

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

第9回 ルイ14世時代の社会と文化

第7回

第8回

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

絶対王政の形成

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

ルイ14世の即位とフロンドの乱

90分

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

ルイ14世期の対外戦争

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。
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90分

第11回

第12回

第13回

ルイ15世の政治

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

ルイ15世時代の文化：啓蒙思想

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

絶対王政の改革

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

第10回

90分

ルイ16世の即位

90分

90分

第15回

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

90分

ルイ16世とフランス革命

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

全体のまとめと19世紀以降への展望

参考文献、講義で配った資料、みずからのノートを見直し、知識の定着をはかるとともに、上記のテー
マや到達目標に関してみずから考え、疑問点を整理する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。講義の途中でも随時受け付けるので、積極的な発言を期待する。

授業の方法
講義形式で行なう。パワーポイントなどは使用しない。資料は必要に応じてコピーして配布する。

成績評価の方法
学期末にレポートを課する。レポートの成績を8割、、講義に関する質問などによる関与・貢献（＝平常点）を2割の割合で評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
17・18世紀のフランスに関して、高校の世界史の授業で学ぶ程度の知識があることを前提に講義する。

テキスト
なし

参考書
長谷川輝夫『聖なる王権ブルボン家』、講談社選書メチエ234、2002年、　近藤和彦『近世ヨーロッパ』、山川出版社、2018年、（世界史
リブレット114）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

総論　ゲルマン民族とはなにか？
なぜ彼らは大移動(その実態は？)したのか。歴史が動くとき、なにが起こっているのか？

ドイツの地図参照 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ゲルマン人の台頭
カール大帝は一代でフランク王国を築いたわけではない。

復習と発展。 60分

ゲルマンの神話・伝説
ジークフリートはなぜ殺されたか

復習として、テーマを発展的に調査してみること。以下、復習はそういうことである。 60分

テーマ・概要
ドイツおよびドイツ語文化圏の歴史的・文化的トピックを各週ごとに1テーマ選択し、その特質とその後の歴史、また外国への影響など、
グローバルな視点も加えながら解説していく。その際、既存の文化史的クロニカルな解説ではなく、さらに本質をついて考える訓練を養う
ように指導していきたい。書籍を読めばわかる情報をつたえるだけでは意味がないと考える。よくある書籍を読めばたりる編年体のドイツ
文化史ではない。また、そのとき、あらたにドイツに関する大きなテーマや事件が生じたときは、講義にくみこむこともある。

ひとつのテーマや事件・人物がただ単独で発生したわけではない。そういう関連の世界や発展的洞察を「なぜ？」「どうして？」という疑
問から、推理したり分析したりする思考も養ってもらいたい。情報をまるうつしにして、わかったつもりになっているのは、学者も・学生
も一緒で、もう一歩つっこんだアプローチができるようにのぞんでいる。文化史はクイズの解答者を育てるためにあるのではない。

到達目標

授業の計画と準備学修

ドイツ文化・文化史特講Ｂ

天沼　春樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433325

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

ゲルマン世界とローマ世界

復習と発展。 60分

ニュルンベルクは「シリコンバレー」だった？
グーテンベルクのメディア革命がもたらしたものとは。メディアと文化

60分

復習と発展。 60分

第9回 ゲーテとは誰であったのか？
世界的知の巨人の足跡。『ファウスト』は現代もつながるテーマだった。

第7回

第8回

復習と発展。

その時歴史が動いた!!
マルチン・ルターはなぜたちあがったのか？
宗教改革の真実。その光と影

復習と発展。 60分

神聖ローマ帝国皇帝カレル4世の黄金のプラハを訪ねて。錬金術師・芸術家たちの都

60分

復習と発展。 60分

ドイツロマン派とはなんであったのか？
ヨーロッパの激動のなかのドイツ

復習と発展。
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60分

第11回

第12回

第13回

知られざるドイツ・ロマン派文学
ノバーリスだけがロマン派ではない。ロマン派への誤解を解く。

復習と発展。

グリム兄弟の真実。メルヒェン蒐集だけじゃない学者兄弟。だけじゃない、闘う文化人!!ドイツ統一。そのとき、ヤーコプ・グ
リムが提言したこととは。ドイツ憲法へのメッセージ。グリム兄弟の知られざる「心」

復習と発展。

もうひとつの空へ挑戦。ドイツ。シュヴァーベン魂。ツェッペリン伯爵。飛行船と現代。ツェッペリン伯号は15,000キロを無着
陸で日本まで飛行した!

復習と発展。

60分

第10回

60分

ナチス高官たちの肖像。ヒトラー、ゲッベルス、ヒムラー、ゲーリング、そして副総統ルードルフ・ヘス。知られざる実態。

60分以上

60分

第15回

復習と発展。 60分

「友よその調べではなく!」シラーの詩にたくされたドイツの精神。そして今。ドイツの哲学を眺める。

復習と発展。

ドイツの現在。環境大国ドイツ。ドイツの今を歩いてみる。

復習と発展。

第14回
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授業時間後10分。必要なら事前に予約してください。

授業の方法
講義による。視聴覚教材(ビジュアル)を提示しながら、基本的事項とそれにかかわる批判・分析を試みながら、すこしでも興味をひいても
らいたいとの願いをこめて伝えていくつもりである。学問とは、情報の暗記やコピーのことではない。それに対して、「問いかける」から
こそ学・問なのだ。

成績評価の方法
学期末のレポートによる。文化史のなかから1テーマを自由選択し、分析・論述すること。ただし、資料を無批判に写しただけの文書はレ
ポートとはよばない。

成績評価の基準
既存の情報をうつしてきたただけでは、評価はあまりよくならないだろう。テーマの選択、問題提起、分析。真摯に考えた結果を評価した
い。また、着眼点も注意したい。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
ドイツの地勢的な位置をはじめ、固定的イメージにとらわれないで、あらためて調べてみること。現代の情報ソースを十分活用すること。
ただし、批判的に。批判的とは、「うのみにしないで、考えることであり、すこしでも疑問があればさらに情報をさがすという態度であ
る」書いてあることが正しいとはかぎらない。「紙はしんぼうづよい」というドイツのことわざがあるが、紙媒体にかぎらず、ネット情報
であっても、すぐに信用すべきではないのである。

テキスト
とくに定めない。毎回ハンドアウトとして基本資料は配布する。参考文献や情報ソースはその都度指示する。

参考書
その都度、適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　授業の内容、進め方等について説明する。

【予習】シラバスを精読する。 15

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の近代化
　　・非西洋世界で、日本だけがほとんど唯一、　　　「自力」で近代化を成しとげることがで　
　　　きたのはなぜか。また、その「代償」は
　　　なんだったのか。

【復習】　日本人として、自分の国の歴史にどう立ち向かうべきかを各自、考えてみる。 30

世界史のなかの日本とイギリス
　・イギリスはヨーロッパ、日本はアジアのそ　
　　れぞれ「近代化の」パイオニアであったこ　
　　とが意味すること。

【復習】　国と国とを比較することの意味について各自、考えてみる。 30

テーマ・概要
ちょうど、日本がアジア世界の中でかなり特異な存在であるように、イギリスもヨーロッパ世界の中では、やはり特異な存在であることは
間違いありません。そのイギリスの特異性、ないし「個性」の起源はどこに求められるのでしょうか。また、日本とはどこが類似し、また
どこが違うのでしょうか。この講義では、古代から18世紀初頭頃までの、ブリテン諸島の歴史を探ることによって、それらの問題について
考察することにします。

①　歴史的な見方とはどのようなものかを理解する。
②　比較史的な見方とはどのようなものかを理解する。
③　歴史における「個性」と「普遍性」について理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

イギリス文化・文化史特講Ｂ

見市　雅俊

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433327

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

古代のブリテン諸島
　　・文明＝地中海世界と、僻地としてのブリ　
　　　テン諸島

【復習】　文明＝中国に対する、島国・日本の立ち位置と比較してみる。 30

ローマ帝国の属州としてのブリテン
　　・ローマ化＝文明化するブリテンの諸相

30

【予習】中世ヨーロッパ史について、その概略を勉強しておく。 60

第9回 中世イギリス史概略
　　・英仏百年戦争
　　・英語文化の「復活」
　　・黒死病と豊かな社会の到来

第7回

第8回

【復習】　中華帝国とローマ帝国とを
各自、比較してみる。

アングロ・サクソン時代の黎明
　　・西ローマ帝国の滅亡
　　・ブリテン諸島の新しい主としてのアング　
　　　ロ・サクソン人の登場　
　

【復習】豊かな古代文明の滅亡について、考えてみる。 30

「イングランド」の誕生
　　・ベーダ＝英国版日本書紀
　　・アルフレッド大王と英語文化

30

【復習】「普遍」的な「文明」に対する
島国の「特殊性」について、日英の古代史を比較してみる。

30

ノルマン征服（1066年）
　　・優秀中小企業の「乗っ取り」劇
　　・フランス語の侵入と英語文化の危機

【復習】「普遍」的な「文明」に対する島国の「特殊性」について、日英の古代史を比較してみる。
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60

第11回

第12回

第13回

チューダー朝
　　・宗教改革の展開
　　・スペイン無敵艦隊撃破

【予習】カール五世とハプスブルク帝国、および宗教改革について、その概略を勉強しておく。

ジェームズ一世と火薬陰謀事件
　　・イギリス史上最大のミステリー
　　・反カトリシズム

【予習】ヨーロッパ大陸における宗教戦争について、その概略を勉強しておく。

ピューリタン革命と反カトリシズム
　　・反カトリシズムとしてのピューリタニズム
　　・ロンドン大火＝放火説

【予習】ピューリタン革命について、その概略を勉強しておく。

60

第10回

60

オランダのイギリス「侵攻」としての名誉革命
　　・王政復古と科学革命
　　・信仰の自由と反カトリシズム

30

30

第15回

【予習】名誉革命について、その概略を勉強しておく。 60

ブリテン「統一」
　　・イングランドとケルト系三国
　　・「連合王国」（UK) の誕生

【復習】日英の最大の相違点について、考えてみる。

世界史のなかの「島国」・「小国」
　　・近代化と島国・小国
　　・「資源」を「動員」すること

【復習】日英の相違点と類似点について、考えてみる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
通常の講義形式で、授業を進める。

成績評価の方法
期末試験の結果で、成績を評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
なし。

参考書
授業の中で、適宜、指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習のし方を説明する。
「多からなる一」という理想(序章）

【予習】
序章を熟読。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「移民の国」の理想とその歴史的展開(1章）
・ポスト公民権時代の「移民の国」と文化的多様性の世紀を把握する。

【予習】
第１章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

「移民の国」の理想とその歴史的展開(1章）
・「移民の国」の理念とナショナリズムを理解する。

【予習】
第１章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

テーマ・概要
「移民の国」と言われるアメリカ合衆国だが、就任後一貫して移民規制の姿勢を貫く現大統領ドナルド・トランプは、2018年春には不法移
民の親子を別々に収容して国内外から批判を浴び、年末には国境の壁建設予算をめぐって議会と合意が得られず、政府機関の一部閉鎖とい
う事態を招いた。ところが、DATA等移民に好意的な政策を打ち出したことで知られるオバマ政権時代も、強制送還した人数は少なくない。
こうして、ここ数年の状況だけを見ても、アメリカの移民政策がいかに困難であるかがわかる。また、人種に目を向ければ、白人警官によ
るアフリカ系アメリカ人への暴行、飲食店やゴルフ場でのアフリカ系アメリカ人に対する差別的対応等、常にニュースとなっている。しか
し、こうした問題は対岸の火事ではない。日本も外国人実習生の受け入れ拡大等、多文化・多人種社会をどのように構築していくべきか考
えざるを得なくなっている。そこで、この授業では、多人種・多民族社会アメリカが、排除と包摂の狭間で歩を進めてきた歴史を振り返
り、多文化社会の構築について考えていきたい。

アメリカ合衆国は、建国時に「自由」と「平等」理念を掲げながら、奴隷制や人種差別、移民制限等が常に国家のもんだ台として取り沙汰
され、その矛盾の解消のために努力を続けてきた。その歴史と、それを解決しようと歩んできた道のりを理解し、多文化社会構築のプロセ
スにあるアメリカ現代社会、ひいては日本の状況を考察する視座を持つこと。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ文化・文化史特講Ｂ

細谷　典子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433329

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

アメリカ人種主義体制と文化的多様性(2章)
・アメリカの人種主義、奴隷制、人種隔離制度について理解する。

【予習】
第2章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

アメリカ人種主義体制と文化的多様性(2章)
・公民権運動の歴史とその成果、波及効果を理解する。

60

【予習】
第5章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

第9回 アメリカ型多文化主義の成立と展開(5章）
・多文化教育を理解する。
・多文化主義の歴史的意義を考える。

第7回

第8回

【予習】
第2章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

「単一のアメリカ」への同化(3章)
・「人種のるつぼ」等、同化論を理解する。

【予習】
第3章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

文化多元主義とエスニシティ(4章）
・文化多元主義を理解する。

60

【予習】
第4章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

アメリカ型多文化主義の成立と展開(5章）
・多文化主義の始まりと運動の拡がりを理解する。

【予習】
第5章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

多文化主義をめぐる論争(6章)
・多文化主義を統一と考えるのか、分裂と考えるのか、双方の主張を理解する。

【予習】
第6章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

多文化主義について議論する。

【予習】
多文化主義について議論するための準備。多文化主義の論点とその根拠を把握し、自分の意見をまとめ
る。

ポスト公民権時代の新しい人種主義(7章)
・現代アメリカが直面する問題を把握する。
・従来の人種主義と現代の人種主義の相違を理解する。

【予習】
第7章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

第10回

60

アメリカ多文化社会の未来へ(8章）
今後のアメリカ社会について考察する。

60

180

第15回

【予習】
第8章を熟読。
【復習】
キーワードを説明できるようにする。

60

到達度確認テスト

【予習】
テストの準備

到達度確認テストの解説・質疑応答
まとめ

【復習】
テストの結果を見て学修する。

第14回

- 1420 -



授業の前後に教室内で受け付ける。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。普段から教科書・ノート・プリントを使った復習に力を入れ、次回の授業にわからないところを持ち越さない
ようにすること。また、上で示された準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
多文化主義については、それまで学んだ知識を踏まえて議論の時間をとる。議論への積極的な参加(発言)ができるよう十分に準備するこ
と。
到達度確認テストは授業全体の学修内容についての理解度を確認する。

成績評価の方法
到達度確認テスト(50%)、議論への参加度(20%)、講義中の発言や質問、授業への積極的な参加(10%)、講義内での提出物(クイズ、感想
等)(20%)による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は、アメリカ史の基礎知識。

テキスト
南川文里『アメリカ多文化社会論： 「多からなる一」の系譜と現在』(法律文化社 、 2016年) ISBN, ISBN978-4-589-03728-2. 本体2,800
円＋税.

参考書
必要に応じ授業内で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：歴史家をみよ

【予習】シラバスを熟読し、「自分が歴史学にもつイメージはどのようなものか」について、考えてく
る。
【復習】参考文献を書店・図書館などで確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

朝河貫一とその生涯

人物史をどう書くか

【予習】自分がこれまで読んだ伝記・評伝について、その根拠がどのようなものだったのか、考えてく
る。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

テーマ・概要
皆さんは「歴史」にどのようなイメージを抱いているでしょうか。
「歴史」とは「過去に何が起こったのか」という決まりきったもので、誰が書いても正解は一つになるはずだし、その正解が教科書に書か
れているというイメージをもつ人もいるかもしれません。
ですが、「過去に何が起こったのか」に関する証拠・証言はごく断片的なものしか残っていません。歴史家は過去の断片をつなぎ合わせ
て、過去を復元しなければなりません。そうして描きだされる「歴史」は、どれほど学問的・客観的なプロセスを経たものだとしても、歴
史家の問題関心や経験に応じて異なる姿をみせます。そして歴史家自身も時代の子であって、彼／彼女の生きた時代の価値観や経験と無関
係ではありません。こうした認識に基づいて、イギリスの歴史家E・H・カーは、「歴史」を知りたければまず「歴史家」をみよ、といいま
した（『歴史とは何か』岩波新書）。

この講義では、近代の「歴史家」の姿に焦点をあてて、その個人としての経験と時代状況・時代背景がどのように関わり合って、「歴史」
がどのように書かれたのかを考えたいと思います。こうした「歴史家」自体を対象とする研究は、「史学史」（歴史学・歴史叙述の歴史）
研究と呼ばれますが、この講義では、より広く近代の「文化史として史学史」を考えていきたいと思います。

具体的には、明治時代にアメリカに留学して、そのままアメリカにとどまり、日本史について英語で研究を発表した朝河貫一という人物に
注目したいと思います。朝河に注目することによって、近代日本における「日本史」像がヨーロッパの歴史知識・歴史観の影響をどのよう
に受けて構築されたものであるのか、海外（英語圏）における「日本史」像がどのようなものであるのか、などの問題がみえてきます。

最近でも日本人の日本（史）像はしばしば外国人の視線を意識したものが多いです。単身アメリカに留学した明治時代の青年がどのような
問題に直面しながら新たな「日本史」像を構築していったのか、それは新たなグローバリゼーションの時代を迎えつつある私たちが自分た
ちの「日本史」をどのように考えていくのか、大切なヒントになるように思えてなりません。

ＤＰ１（教養の修得）、ＤＰ６（文化現象の総合的理解）を実現するため、特に日本史を中心とした歴史学的な思考法を学ぶことを通じ
て、日本人にとって歴史あるいは歴史文化とは何なのか、ということについて理解を深めることを目標とします。　
（１）「歴史を書くのは歴史家である」とはどういう意味であるのか、「文化史としての史学史」の基本的な考え方を理解すること
（２）本講義で取り上げる歴史家の姿を通じて、近代学問によって生まれた「日本史」像の特徴や海外の「日本史」・日本研究の特徴など
についても知見を得ること
（３）古代から近代までの日本「通史」について、近代史（史学史）の視点から全体像をつかむこと
などが本講義の目標です。それとあわせて、日本史に関して基礎的な知識を身につけてもらいたいです。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本文化・文化史特講Ｂ

佐藤　雄基

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433331

2 2019年度 後期
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第3回

第4回

第5回

第6回

【予習】朝河貫一について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

明治時代の留学生

【予習】明治時代の留学生について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

日露戦争とアメリカ

60

第9回 「封建制」論の歴史

第7回

第8回

【予習】日露戦争とアメリカの関わりについて、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

アメリカにおける日本研究

【予習】アメリカにおける日本研究（戦前）について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

日系人の歴史

120

【予習】アメリカの日系移民（戦前）の歴史について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

到達度確認中間テストとその解説

【予習】中間テストに備えて、予習する。
【復習】中間テストを丁寧に復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

【予習】「封建制」について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

朝河の「封建制論」の特徴

【予習】「封建制」について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

入来文書との出会い

【予習】鹿児島県の中世史について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

比較封建制論

【予習】「比較史」について、インターネット、辞典類で調べてくる。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

第9回

第10回

60

朝河とアメリカの「戦後」構想

120

第15回

【予習】第二次世界大戦後のアメリカの日本占領構想について、インターネット、辞典類で調べてく
る。
【復習】授業プリントを丁寧に復習する。

60

到達度確認期末テスト

【予習・復習】期末テストのために、予習、あるいは復習する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
主に講義形式。
授業中の発言や、授業後のリアクションペーパーなどで、受講生の意見を求めることがある。
中間テストは第７回までの学修内容についての基本的な理解度を確認する。
中間テスト・到達度確認テストともに、配付資料と手書きのノートのみ持ち込み可とする。

成績評価の方法
中間テスト（35％）、到達度確認期末テスト（35％）、授業中の発言や質問・コメントペーパーへの回答など授業への積極的な参加度
（30%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①近代日本の歩みが、「日本史」像の成立に与えた影響を理解し、説明することができる。
②日本の歴史を「史学史」的視点で見直し、新たな日本史像をイメージすることができる。
③単に新知見を受け入れるだけでなく、既存の自分の知識と照らし合わせた上で、自分なりの意見を持ち、それを相手に口頭や文章で伝え
ることができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
高校の「日本史B」程度の日本前近代史の知識を理解していることを前提に授業を進める。自信がない場合は、授業開始前にじっくり確認
しておくこと。　
日本の歴史と文化A

テキスト
プリントを配布します。

参考書
阿部善雄『最後の「日本人」―朝河貫一の生涯』(岩波現代文庫) 
朝河貫一『日本の禍機』 (講談社学術文庫)
その他の参考文献は授業中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

第15回

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の紹介と導入

【予習】
シラバスを読む。高校世界史・日本史の教科書のなかで、キリスト教の歴史に関する記述がどれだけあ
るかをチェックしておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

パリ外国宣教会の成立とアジア布教の展開

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

宗教改革とイエズス会の活動

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

テーマ・概要
【テーマ】キリスト教と近代アジア
【概要】16世紀、カトリックはプロテスタントによる教会変革の動きに対抗して内部の刷新に取り組みました。イエズス会がその活動を主
導し、特に海外宣教に力を入れたことが知られています。18世紀、イエズス会の衰退と解散後、カトリックの海外宣教をリードしたのはパ
リ外国宣教会です。同会はイエズス会ほどには知られていませんが、近代になって日本を含めたアジア諸国がフランスとの外交関係を樹立
する際、少なからぬ関与を果たしました。この授業ではイエズス会からパリ外国宣教会にいたるカトリックの布教活動を通史的に追い、キ
リスト教（カトリック）がアジア諸国諸地域の社会と文化にいかなる歴史的変容をもたらしたのか、それが今日にもどのような影響を及ぼ
しているのかを学びます。

DP6【文化現象の総合的理解】を実現するため、下記の点を到達目標とする。
（１）キリスト教はアジアにいかなるインパクトを与えたのか。とりわけ近代の社会にどのような直接的・間接的影響を及ぼしたのか。時
間軸と空間軸との両方からアプローチし、体系的に考察できるようにする。
（２）現地における（外来思想・外来宗教である）キリスト教への対応の仕方の差異に着目する。キリスト教をいわばある種のリトマス試
験紙として、アジア諸国・諸地域の歴史的特性を把握する手がかりとする。
（３）授業中は文字資料・画像資料が適宜提示されることになるが、史資料の使用と分析の仕方について基礎的作法を習得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

アジア文化・文化史特講Ｂ

牧野　元紀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251433333

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

東アジア①日本Ⅰ‐キリシタンの世紀

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

東アジア②日本Ⅱ−幕藩体制下の禁教

60

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第9回 東アジア⑥朝鮮−李朝時代のキリスト教

第7回

第8回

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

東アジア③日本Ⅲ−パリ外国宣教会によるキリシタン信徒の“発見“

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

東アジア④中国Ⅰ−明朝および清朝時代におけるイエズス会士の活躍

60

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

東アジア⑤中国Ⅱ−典礼問題の発生と展開

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。
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60

第11回

第12回

第13回

東南アジア①ベトナムⅠ−黎朝および西山朝時代のキリスト教

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

東南アジア②ベトナムⅡ−阮朝時代のキリスト教弾圧とフランスによる植民地化

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

東南アジア③タイ−アユタヤ王朝からラタナコーシン朝時代のキリスト教

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

第10回

60

東南アジア④ラオスとカンボジア−ベトナムとタイとのあいだで

60

120

第15回

【予習】
前回授業時で示された参考文献を読み、疑問点をまとめておく。
【復習】
参考書や事典類を用いて、用語や出来事の理解と定着を図る。

60

到達度確認テスト

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業の総括

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業をふり返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業開始前と授業終了後、教室で受け付けます。

授業の方法
パワーポイント等を用いての講義形式で進めます。
必要に応じて映像資料を用います。

成績評価の方法
平常点60%（授業参加、受講態度、レポート、リアクションペーパー等）、試験40％の総合評価とします。授業内容に関する質問について
は口頭のほかメール等にて随時お答えします。遠慮なくお尋ねください。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目「⽂学部総合講義Ａ」では本授業で紹介する貴重文献のほとんどを所蔵する東洋文庫について、その研究・図書・普及における各
活動を紹介しています。

テキスト
パワーポイントをプリントアウトしたものを必要に応じて配布します。

参考書
授業内で適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ケチュア語を話している国々、地域によるケチュア語の違い、ケチュア語の一般的特徴。

アンデス世界について予備知識をつけておくとよいです。 0

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人称代名詞、挨拶

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

ケチュア語の特徴、母音、子音、アクセント、単音節、ケチュア語の構造

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

テーマ・概要
ケチュア語は、世界遺産となっているマチュピチュ遺跡を築いた南米インカ帝国の人々が使用していた言葉です。現在も中央アンデスで先
住民の人々を中心に広く使われています。
ケチュア語を学ぶことは新しい言語を学ぶということだけでなく、約900万人を越えるケチュア語話者の人々の文化、習慣及び世界観を学
ぶことでもあります。ケチュア語は多様なのでケチュア・チャンカを中心に学びます。
本講義は、ケチュア語世界で生まれ育ち、ケチュア語教授法を学んだ講師によっておこなわれます。講師はアンデス音楽のプロの歌手・踊
り手でもあり、映画、音楽、ダンス実習等を含み、楽しく学びます。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の３点を到達目
標とする。
（１）ケチュア語の文の基本構造、書き方を知る。
（２）日常生活に必要なケチュア語の基本会話を習得する。
（３）ケチュア語を話す人々の文化、習慣、世界観、及び言語とそれらの関係を知る。

到達目標

授業の計画と準備学修

世界の言語文化A （ケチュア語）

オスノ　イルマ

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435106

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

単数・複数、接尾辞１

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

ペルーアンデス音楽。音楽と移民。
民族音楽ワイノ、プンピン

60

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

第9回 映画「悲しみのミルク」
映画解説

第7回

第8回

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する

接尾辞２、ダンス、ワイノ（歌）

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

数字１、作文。

60

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

映画「悲しみのミルク」
所有前置詞

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

接尾辞３、作文、会話練習

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。

数字３、色。
ダンス、ワイノ（歌）

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。

動詞、会話練習

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。

60

第10回

60

アンデスの食べ物、飲み物と人々。
ダンス、ワイノ（歌）

120

60

第15回

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。 60

場所を表す副詞、否定形、会話練習

指示に基づき予習する。ノート、配布資料等をもとに復習する。

まとめ、到達度試験

試験にそなえてこれまでの復習をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
ケチュア語の基礎と会話を学びます。
予習・復習を心がけ、教員に積極的に質問してください。また、小テストや課題を適宜実施します。
ケチュア語の歌や踊りも学びます。

成績評価の方法
平常点（授業への参加、小テストなど）80％、到達度試験20％を目安に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要としません。「文化人類学」、「フィールドワーク論」、「地域研究B（ラテンアメリカ）」、スペイン語などを履修するとよい
です。

テキスト
使用しません。

参考書
『ペルーを知るための６６章』（明石書店）等

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ハンガリー語について：《導入》その文法的特徴
※ハンガリー特産（フンガリクム）を紹介するとともに，簡単なハンガリー語の特徴を解説します。

授業前になんでもいいので「ハンガリー」に関する情報を探してみてください。 ＊

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文字と発音（２）：音の変化と母音調和
※環境によって音が変化するものや，母音のグループ規則「母音調和」を覚えましょう。そして民謡を歌いましょう！

Queenのブダペスト・ライブを見ておいてください。https://www.youtube.com/watch?v=RPZdgyuixPA ＊

文字と発音（１）：母音と子音の発音
※ハンガリー語の文字と発音を覚えたら，早口言葉を言ってみましょう！

テキスト『ハンガリー語のしくみ』の第I部 1章,「文字と発音のしくみ」を読んでおいてください。 ＊

テーマ・概要
ハンガリーおよびハンガリー語を初めて知る人を対象に（もちろん知っている方も大歓迎），ハンガリー語の基礎を学びます。ことばの学
習とあわせて，ハンガリーの歴史や文化，食，観光スポットなども紹介することで，ハンガリーを身近に感じてもらいたいと思います。ハ
ンガリー語を知ることで，ヨーロッパでも独特なハンガリー文化を体験してみませんか？

１）ハンガリー語の言語的特徴の概要を説明することができる。
２）ハンガリー語の正しい発音と初級レベルの文法および語彙を習得することで，ハンガリーで楽しく旅行ができる。
３）ハンガリーの歴史，特有の文化，食，名所について簡単に説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

世界の言語文化Ｂ （ハンガリー語）

大島　一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435206

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ハンガリーの簡単な歴史：数詞
※数の言い方を覚えるとともに，有名な歴史イベントの年号（4ケタ）も覚えて，ハンガリーの歴史を知りましょう。

テキストのII部 4章「数のしくみ」を読んでおいてください。 ＊

レストラン，喫茶店で注文する：複数形，対格語尾
※「〜をください」で使う名詞の対格形（〜を），それを複数でお願いするときの複数形を覚えましょう。
！小テスト「数詞」

＊

テキストのII部 3章「てにをはのしくみ」の後半を読んでおいてください。 ＊

第9回 自己紹介（３）：場所の接尾辞「〜に」
※皆さんはどこに住んでいますか？ また，ハンガリー，その首都ブダペストにはどこに何があるでしょうか？
！小テスト「動詞現在形不定・定活用」

第7回

第8回

テキストのII部 1章「区別のしくみ」の【カバンがいくつ？】と【大きなカバンがいくつもあったら】
と，II部 3章「てにをはのしくみ」の前半を読んでおいてください。

☆閑話休題：ハンガリーの食べ物について

テキストのII部 5章「実際のしくみ」の【グヤーシュのしくみ】を読んでおきましょう！ ＊

自己紹介（１）：動詞現在形不定活用
※皆さんはどんなことばを勉強していますか？ Tanulok magyarul!
！小テスト「複数形・対格形」

＊

テキストのII部 2章「人と時間のしくみ」の前半を読んでおいてください。 ＊

自己紹介（２）：動詞現在形定活用
※皆さんは何が好きですか？ A pálinkát szeretem!

テキストのII部 2章「人と時間のしくみ」の前半を読んでおいてください。
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＊

第11回

第12回

第13回

夏の予定：場所の接尾辞「〜へ」
※皆さんは夏休みにどこへ行きますか？

テキストのII部 3章「てにをはのしくみ」の後半を読んでおいてください。

待ち合わせ：場所の接尾辞「〜から」
※「〜から」の表現とあわせて，場所の接尾辞のまとめです。
！小テスト「場所の接尾辞」

テキストのII部 3章「てにをはのしくみ」の後半を読んでおいてください。

☆《実演》ハンガリーの民族舞踊を踊ろう！
※ハンガリーの民族舞踊のグループの方をお呼びして，実際にみんなで民族舞踊を踊りましょう。

ハンガリーの民族舞踊についてインターネットで調べてみましょう（「踊り部」
https://odoribe.exblog.jp も見ておいてください）。

＊

第10回

＊

持ち物：所有形
※「〜を持っている」は「〜が…にある」という言い方をします。また，「AのB」という表現でも所有形が使われます。

＊

＊

第15回

テキストのII部 3章「てにをはのしくみ」の【私は本を持っている】を読んでおいてください。 ＊

行ったことある？：過去形
※皆さんはこれまでどんな国に行ったことがありますか？ Magyarországon voltam!
！小テスト「所有形」

テキストのII部 2章「人と時間のしくみ」の後半を読んでおいてください。

総括および到達度確認テスト
※これまでのまとめと到達度確認テストでこれまでを振り返ります。

これまでの小テストの内容をもう一度おさらいしておいてください。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。
随時，電子メールで受け付けています。

授業の方法
テキストや配布プリントをもとに講義，簡単な文法に関する小テスト（5回），最終回にも到達度確認テストを実施する。
※準備学修には，60分程度を目安として，各回の予習内容に取り組んでください。

成績評価の方法
授業への参加度（10％）と，授業中の簡単な小テスト（10%×5回分）および最終回の到達度確認テスト（40%）をもとに，成績評価基準に
沿って，総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
『ハンガリー語のしくみ《新版》』，大島 一，白水社，1,800円（＋税），ISBN:9784560087602
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b313160.html
※電子版もあります。https://www.hakusuisha.co.jp/book/b366598.html

参考書
特になし（より専門的なものは授業でお伝えします）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス

予習
・自分が持っているキリスト教のイメージをまとめてくること。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

古代のキリスト教（１）迫害の時代

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

キリスト教の誕生

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

テーマ・概要
現代の日本に住むわたしたちには理解しにくい欧米社会の基層文化ともいえるキリスト教文化について、古代から現代まで、歴史学の立場
から概観します。

多くの日本人にはなじみの薄いキリスト教文化について、時代ごとに現代のわたしたちの社会とはどのように違うのか、あるは共通点があ
るのか、自分なりの理解が持てるようになることを目指します。

到達目標

授業の計画と準備学修

世界の宗教文化 （キリスト教文化史）

原田　晶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435305

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

古代のキリスト教（２）ローマ帝国での国教化

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

中世のキリスト教（１）王権と教会

90

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

第9回 近世のキリスト教（２）ヨーロッパの拡大とキリスト教

第7回

第8回

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

中世のキリスト教（２）異端運動と托鉢修道会

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

中世のキリスト教（３）危機の時代と魂の救済の問題

90

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

近世のキリスト教（１）宗教改革の途（みち）

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。
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90

第11回

第12回

第13回

近世のキリスト教（３）敬虔主義の時代

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

近代のキリスト教（１）啓蒙主義とキリスト教

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

近代のキリスト教（２）信仰復興運動

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

第10回

90

近代のキリスト教（３）世界宣教の時代

120

90

第15回

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

90

現代のキリスト教　エキュメニカル運動

予習
・SEIKEI POTALにて授業資料を事前に配信します。熟読し、意味の分からない語句など調べておくこ
と。
復習
・授業資料を読み返し、授業ノートを整理すること。
・授業中に出てきた意味があいまいな単語など調べること。
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

到達度確認テストと解説

予習
・これまでの授業内容を復習し、ノートにまとめ直しておくこと。
復習
・授業を通じて生じた疑問・興味を持った内容に関する文献を読むこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。また随時、電子メールアドレスでも受け付けます。

授業の方法
講義形式で行います。事前にSEIKEI PORTALを通して配信する授業資料に基づいて講義を進めますので、十分な予習が必要です。
毎回、授業の終了時にリアクションペーパーの提出を求めます。提出がなかった場合、あるいは授業の感想や質問を一切書いていなかった
場合は欠席扱いとします。
できるだけ具体的なイメージが持てるよう、図像や映像資料を積極的に使用する予定です。
授業の進度や受講者の関心に応じて、内容・順序を変更することがあります。

成績評価の方法
平常点：40％（出席を重視します。なお授業終了時のリアクションペーパー提出をもって出席とみなします。）
試　 験：60％（論述形式。自筆のノートのみ持込可とします。なおインターネットからの丸写しの回答と判断した場合は、大幅に減点し
ます。特に学術的に信用のおけないサイトからの場合は不可とします。）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その到達度により評価します。
・到達度確認試験において、宗教的・歴史的事象に関する詳細な説明ができ、それに対する独自の見解を論理的に述べることができてい
る。
・毎回、講義および使用した授業資料を十分に理解したうえで、リアクションペーパーを提出している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
松本宣郎（他）編『キリスト教の歴史１～２』山川出版社、2009年
アラン・コルバン編（浜名優美監訳）『キリスト教の歴史：現代をよりよく理解するために』藤原書店、2010年
その他、授業の中でも紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

序論、「文化」とはなにか。

【予習】シラバスを読んでくる。 １５

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本文化の基本的なかたちを考える。その（二）
　　　　・早熟的「国民」文化
　　　　・「雪華図説」論

【復習】授業で取り上げた日本の文化にかかわるさまざま事象について自分で調べてみる、 ６０

日本文化の基本的なかたちを考える。その（一）　　　　・「国産化」と「大衆化」
　　　　・漢字とひらがな
　　　　・リテラシー能力と近代化

【復習】授業で取り上げた日本の文化にかかわるさまざま事象について自分で調べてみる。 ６０

テーマ・概要
人間社会の営みは、いつの時代、どこでも同じであるところと、まったく違うところの両面を持ち合わせています。
この授業では、そのことを念頭に置きながら、比較史の観点から、日常生活にまつわる、様々な文化の現象を論じてゆくことにします。

日常的な次元において、自分の国と異国の文化の両方を多角的に、しっかりと見極める方法を学ぶ。とくに、中国文明、そして西洋文明と
日本との関係についてより深く考察するための道筋を学ぶ。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化研究Ａ

見市　雅俊

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435401

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

日本文化の基本的なかたちを考える。その（三）
　　　　・近代化の光と闇
　　　　・日露戦争をめぐって

【復習】授業で取り上げた日本の文化にかかわるさまざま事象について自分で調べてみる、 ６０

フランスの近代文化をめぐって。その（一）
　　　　・白パンと黒パン
　　　　・フランス語を話せないフランス人

３０

【復習】新世界発見の世界史的な意味について考えてみる。 ３０

第9回 食文化の観点から歴史を鳥瞰する。その（三）
　　　　・ジャガイモとトウモロコシ
　　　　・新世界における人口激減

第7回

第8回

【復習】日本とフランスの近代化について、その共通点と相違点を考えてみる。

フランスの近代文化をめぐって。その（二）
　　　　・ルルドの奇蹟の泉
　　　　・聖母マリアの来臨
　　　　・「ライシテ」（世俗主義）

【復習】日本とフランスの近代化について、その共通点と相違点を考えてみる。 ３０

食文化の観点から歴史を鳥瞰する。その（一）
　　　　・狩猟採集社会から農業社会へ
　　　　・伝染病の「誕生」

３０

【復習】文明の誕生にかんする通説との
相違点について考えてみる。

３０

食文化の観点から歴史を鳥瞰する。その（二）
　　　　・狩猟採集社会から農業社会へ
　　　　・伝染病の「誕生」

【復習】文明の誕生にかんする通説との相違点について考えてみる。
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３０

第11回

第12回

第13回

食文化の観点から歴史を鳥瞰する。その（四）
　　　　・「米食願望民族」
　　　　・　文明開化と脚気と森鴎外

【復習】第２～４会の授業の内容と突き合わせ、日本の近代化について再度、考えてみる。

食文化の観点から歴史を鳥瞰する。その（五）
　　　　・栄養不良と飢饉
　　　　・グローバル化、食糧援助

【復習】グローバル化の光と影について
考えてみる。

ニュージーランド論
　　　　・大英帝国
　　　　・ダーウィンのビーグル号航海記
　　　　・マオリと白パン

【復習】グローバル化の光と影について
考えてみる。

１２０

第10回

３０

アフリカ論
　　　　・「開発原病」
　　　　・　眠り病

６０

３０

第15回

【復習】グローバル化の光と影について
考えてみる。

３０

歴史「遺産」
　　　　・ユネスコ・世界遺産
　　　　・バーミヤン大仏爆破事件
　　　　・大英博物館と大英帝国

【復習】】グローバル化の光と影について考えてみる。

全体のまとめ

【復習】世界史のなかの日本文化の特徴について考えてみる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義形式をとる。シラバスを毎回、配布し、それにもとづいて授業を進める。

成績評価の方法
期末試験の結果で、成績を評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
なし。

参考書
授業のなかで、適宜、紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（以下のような流れで進める予定である。実際の内容は、現実の社会や研究の動向、受講者の構成や反応などにより、修正する
ことがある。）

《イントロダクション》
講師の問題関心と授業の概要について説明し、受講者の関心を聴取する。

シラバスをよく読み、授業の概要を把握する。テーマに関連した自分の関心や事前知識を整理し、今後
の勉強の計画をたてる。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

《ドイツとは何か》
ドイツという国、社会がはらむ複雑さと、それを規定する多様性について理解を深める。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

《文化の多様性と現代の諸問題》
文化多様性とはどのようなことか、それが今日の世界におけるどのような事象と関連しているかについて、概略的に整理する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

テーマ・概要
「文化多様性からみる現代ドイツ」
この授業では、ひとつの国ないし社会を、文化多様性という見地から、多角的かつ歴史的にとらえ直すことを試みる。具体例として、ヨー
ロッパの中心国であり、西ドイツ時代以来「ひらかれた民主主義」の建設を目指してきたドイツ連邦共和国をとりあげる。同時に、日本の
状況についても折々に比較、考察する。
多様なものの共生は、今日の国際社会において、摩擦や対立を生み出す原因であると同時に、新たな創造性の源でもある。授業では、ドイ
ツやヨーロッパで行われている多様性マネジメントの試み（政策、活動等）にも注目し、文化多様性をよりよい社会づくりに生かすための
ヒントを受講者とともに考えたい。
なお、授業の具体的な内容や予定は、履修者の状況等によって修正・調整する可能性がある。

主としてDP1（教養の修得）を実現するため、以下のことを目標とする。
・現代ドイツが内包するさまざまな意味での「多様性」をひもとくことにより、ドイツを新たな目で理解する。
・多様性のもたらす困難や課題と、それが内包する創造性や可能性について考察を広げる。
・さまざまな国や社会を、文化多様性という見地から批判的にとらえる眼を養う。
加えて、インタラクティブな授業形態により、間接的にDP２（課題の発見と解決）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）の実
現も目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際文化研究Ｂ

川村　陶子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435402

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

《多様性からみるドイツ（１）地方とヨーロッパＡ》
地理的な広がりと多彩な地方色について理解を深める。歴史的な経緯にとりわけ注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

《多様性からみるドイツ（１）地方とヨーロッパＢ》
地理的な広がりと多彩な地方色について理解を深める。現代的な状況にとりわけ注目する。

60

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

第9回 《多様性からみるドイツ（３）世代と歴史・社会観Ｂ》
人びとを分ける世代について理解を深める。現代史の諸問題に関する公的認識の形成に、世代が及ぼした役割についても考察す
る。

第7回

第8回

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

《多様性からみるドイツ（２）冷戦と東西Ａ》
ドイツにおける「東と西」について理解を深める。とくに、20世紀後半の冷戦と国家分断がもたらした影響に注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

《多様性からみるドイツ（２）冷戦と東西Ｂ》
ドイツにおける「東と西」について理解を深める。今日における東西ドイツの違いや、それが政治や社会に及ぼす影響にとりわ
け注目する。

60

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

《多様性からみるドイツ（３）世代と歴史・社会観Ａ》
人びとを分ける世代について理解を深める。近現代史の流れの中で、世代を形成する要因となった出来事にとりわけ注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。
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60

第11回

第12回

第13回

《多様性からみるドイツ（４）人の移動と受け入れ・統合Ａ》
人の移動が生み出す多様性について理解を深める。ドイツをめぐる人の移動の歴史的な流れに、とりわけ注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

《多様性からみるドイツ（４）人の移動と受け入れ・統合Ｂ》
人の移動が生み出す多様性について理解を深める。とくに今日における移民・難民の受け入れや統合に注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

《多様性からみるドイツ（５）ジェンダーとセクシュアリティ》
ジェンダーや家族に関する考え方、性的指向や性的自認の多様性の扱いについて理解を深める。歴史的な経緯と現代における展
開の双方に注目する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

第10回

60

《国際社会における文化多様性のマネジメント》
世界における多文化の共生と、そこにおけるドイツの取り組みについて理解を深める。

120

60

第15回

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

60

《多様性がもたらす課題と可能性》
今日、ドイツの国レベル、および国際社会のレベルにおいて、多様性がもたらす諸問題と、それが生み出す革新や創造について
総括的に議論する。

関連の文献や資料、ネット、新聞等を用いて自習する。授業のノートを読み直し、授業のふり返りを行
う。

《まとめ》
一学期の授業のふり返りを行う。受講者数が多数の場合、到達度確認テストを実施する。

授業内容の総括と復習を行う。
関連したテーマの期末レポートを作成する。
（受講者数が多数の場合、レポートの代わりに到達度確認テストを実施する。）

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義を中心とするが、できるだけ双方向の授業をめざす。（履修者の人数等によっては、より参加型の性格が強い授業とする可能性もあ
る。）
毎回の講義でリアクションペーパーを配布し、授業を簡単に振り返ってもらうと同時に、受講者からの質問や意見を受け付ける。寄せられ
た質問等に対しては、次回の授業で解説を行い、理解を深める手助けとする。
授業では、講義の要点や関連する文献や視聴覚資料、ネット情報等を掲載したレジュメを配布する。また、授業内容に関連する映画を紹介
し、小課題の形で鑑賞、批評を行うことも検討している。履修者には、授業で得た情報や自分自身で収集した情報を活用し、自主的かつ積
極的に学修を行うことを求める。

成績評価の方法
期末レポート（ないし到達度確認テスト）30％、リアクションペーパーを含む各種提出物70％をめやすに、総合的に評価する。
履修者の人数等によって、評価方法を調整することがある。その場合は授業で速やかに周知する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
履修にあたっては、事前に、および授業と並行して、世界史とくに近現代史に関する全般的な学習を行うこと、ドイツやヨーロッパ、世界
の情勢について文献やネット等で自主的な情報収集を行うことが望ましい。
ドイツの歴史や文化に関して、事前の知識は必須ではないが、関連授業の履修や自主的な学習は授業の内容理解に役立つ。
ドイツ語に関する知識も必要ないが、あれば授業の内容理解に役立つ。
関連科目：国際関係論、国際文化論、ドイツの歴史と文化、ドイツ文化・文化史特講、その他近現代史およびドイツ・ヨーロッパに関する
科目

テキスト
決まったテキストは使用しない。開講時および授業中に、参考書や関連文献を紹介する。

参考書
田野大輔・柳原伸洋編著『教養のドイツ現代史』ミネルヴァ書房、2016年。
森井裕一編著『ドイツの歴史を知るための50章』明石書店、2016年。
ほか、開講時および授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の概要
・授業の計画や進め方、参考文献について説明
・西洋美術を読み解く鍵となる「アトリビュート」、そして「歴史画」について理解を深める。

シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

宗教画Ⅰ：旧約聖書の主題
・旧約および新約聖書の違いを理解する。
・旧約聖書を主題にした美術作品について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

神話画
・ギリシア・ローマ神話に登場する神々について知るとともに、代表的な美術作品を学ぶ。

参考文献で予習・復習するとともに、画集やインターネットを利用して、他の事例を確認する。 60分

テーマ・概要
この授業では、ルネサンス以降の西洋美術について、宗教画や神話画など様々なジャンルや表現方法について学び、基本な知識を身につけ
ていく。毎回スライド等で作品の画像を提示しながら、講義形式で授業を進める予定。授業に出席するだけではなく、最新の展覧会情報を
提供するので、美術館に足を運び、実際の作品にふれる機会を作ろう。

実際の美術作品に触れ、作品を読み解く力を養う。
到達目標

授業の計画と準備学修

西洋美術史

人見　伸子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251435405

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

宗教画Ⅱ：新約聖書の主題
・新約聖書の構成を理解する。
・新約聖書を主題にした美術作品について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

宗教画Ⅲ：二人のマリア
・聖母マリアとマグダラのマリアについて知る。
・二人のマリアを主題にした美術作品について学ぶ。

60分

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

第9回 戦争画の系譜
・人類の歴史とともに存在する戦争画について学ぶ。

第7回

第8回

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

宗教画Ⅳ：諸聖人の主題
・キリストの弟子や4人の福音書記者、守護聖人について知識を身につけ、美術作品について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

寓意画
・擬人像など抽象的なイメージを目に見える形で表現した美術作品について学ぶ。

60分

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

古代史と幻想
・歴史画の王道というべき古代史を扱った作品、そして正統から逸脱した幻想絵画について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認
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60分

第11回

第12回

第13回

肖像画の種類と系譜
・肖像画の種類とその展開について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

画家の自画像
・多くの画家たちが描いてきた自画像について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

風俗画の変容
・人々の日々の営みを描く風俗画の誕生とその点買いについて学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

第10回

60分

風景画
・理想の風景、あるいは周囲の自然を描いた風景画について学ぶ。

60分

60分

第15回

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

60分

静物画
・「もの」を観察し本質を捉えようとする静物画について学ぶ。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

授業のまとめ
・宗教画の流れを概観し、新しい表現の可能性を探る。

・参考文献での予習・復習
・画集やインターネットを利用して、他の事例を確認

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
毎回スライド等で作品の画像を提示しながら、講義形式で授業を進める。最新の展覧会情報を提供するので、美術館に足を運び、実際の作
品に接する機会をぜひ作ってほしい。

成績評価の方法
中間のレポート提出 (30％) と学期末の筆記試験 (50％) 、および出席点 (20＆) を総合して評価する。
単位認定には３分の２以上の出席、レポート提出、および期末試験を受けることが必要である。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
（高校の）世界史の既習が望ましいが、必須ではない。

テキスト
三浦篤著『まなざしのレッスン  ①西洋伝統絵画』東京大学出版会

参考書
千足伸行監修 『すぐわかる キリスト教絵画の見方』『すぐわかる ギリシア・ローマ神話の絵画』東京美術
その他、授業中に随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス。講義の内容やの進め方、学習の方法を説明します。

【予習・復習】シラバスを読み、講義の全体像を把握する。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

江南文化の展開について。山水文化の母体となった江南文化の誕生と展開を、第2回の講義をふまえて具体的に解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。 60分

ユーラシア大陸の美術について。新石器時代から隋唐時代までの中国の美術を、世界システムの発展と世界宗教圏の誕生の視点
から解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。おおまかな中国史の流れを把
握する。

60分

テーマ・概要
本講義では、山水文化（山水をめぐる人間の活動）をテーマとした中国を中心とする美術を、庭園や絵画等について解説します。対象とす
る時代は、山水文化が大きく展開した魏晋南北朝時代から宋・元代までを中心とします。また、世界史的時代背景とともに、最新の学会の
動向も紹介しながら講義を行う予定です。

東洋的山水文化をテーマとした美術の系譜を理解する。「風景」に関する理解を深める。
到達目標

授業の計画と準備学修

東洋美術史

嶋田　さな絵

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251435406

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

風景について。山水文化発展のきっかけとなった「風景」という価値の発見、およびその美術史における意義を解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。 60分

山水と風景の関連について。中国における「山水」と「風景」の語義や概念について解説します。

60分

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。 60分

第9回 中国古代の文化について（2）。四川の古蜀文化について解説します。

第7回

第8回

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。

中国の風景庭園について。中国の風景庭園について、西洋の風景庭園と比較しながら解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。 60分

中国の知識人について。中国における山水をテーマとした美術的活動の主たる担い手であった知識人（文人）とはどのような
人々であったのかを解説します。

60分

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。 60分

中国の古代文化について（1）。黄土高原の古代文化を考古学や歴史環境学をもとに解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。
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60分

第11回

第12回

第13回

竹林七賢を題材とした美術について。魏晋の知識人である竹林七賢をモチーフとした美術の変遷について解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。

顧愷之の『洛神賦図』について。現存する『洛神賦図』のうち、顧愷之『洛神賦図』の模本と伝承される作品について、制作年
代ごとの特徴を解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。

都市と山水の分極化と統合について。都市に庭園を造営するうえでの基本的な考え方を、東洋と西洋を比較しながら、歴史の観
点から解説します。

【復習】配布プリントをよく読み、用語や図の説明ができるようにする。

60分

第10回

60分

東洋的山水庭園の系譜と日本庭園について。世界史における東洋的山水庭園の位置づけ、および日本庭園について解説します。

60分

90分

第15回

【復習】これまでの配布プリントを熟読し、用語や図の説明ができるようにして、到達度確認テストに
備える。

90分

到達度確認テスト。第2回から第13回までの講義の内容の理解度を確認するためのテストです。

【予習】配布プリントを熟読。
【復習】これまでの講義やテストの疑問点等をまとめておく。

到達度確認テストの解説、および講義の補足と質疑応答を行います。

【復習】テストの結果をふまえ、到達目標と自己の理解度を点検し、不足している知識を確認して学修
する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は、講義を中心に進めます。毎回プリントを配布しますので、熟読し、積極的にノートをとってください。
・レポート　授業内容に関するテーマで2000字程度のレポートを提出。
・到達度確認テスト　講義全体の学修内容についての理解度を確認します。

成績評価の方法
レポート（30％）、到達度確認テスト（40％）、平常点（授業への参加状況や学習の姿勢）（30％）により、総合的に評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価します。
1.魏晋南北朝時代から宋・元代までの世界史の流れを説明できる。
2.山水文化をテーマとした美術について、誕生と発展の流れを説明できる。
3.山水と都市の調和について、考察できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。授業中にプリントを配布します。

参考書
授業のなかで適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
１、学習の手引きのプリント配布してアラビア語の学習教材について説明
２、単語を読み書きして、アラビア文字に慣れる

復習　配布資料 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

7、綴りの仕組みを学ぶ
８、アルファベットを読む
９、独立形を書く
１０、単語を読む

復習　単語、独立形 60

３、アラビア文字の形に慣れるために、幾つかの単語を板書する
４、板書した単語を発音する
５、板書した単語を読む
６、文字の区切りを理解する
確認テスト

復習　単語、独立形 60

テーマ・概要
　　北アフリカ、アラビア半島、ヨルダン、シリア、イラクなどの国々の主要言語であるアラビア語は、国連の公用語のひとつであるとと
もに、聖典コーランがアラビア語で書かれていることでも、アラビア語は重要な言語といえます。パソコンや携帯電話の普及により、アラ
ビア語でメールを打ったり、アラビア語のニュース動画を見たり、新聞を読んだりすることが手軽にできるようになりました。
　本講義は、15回の講義を通してアラビア語のアルファベットの習得を目標としています。ですから、イスラム教に興味がある人、独学で
つまずいた人、アラビア文字を用いるペルシャ語など他言語の学習に役立てたい人にも適しています。
　文字の習得のためにアルファベットカードや文字タイルなどを用います。将来アラビア文字を教えてみたい人、アラビア文字の学習法に
興味のある人、社会人、他大学の学生の参加も歓迎しています。授業は日本語で行いますが、テキストはアラビア語のみか英語表記を用い
ます。
　　「アラビア語の世界I」は前期開講の授業で、後期開講の「アラビア語の世界II」を履修する学生には必須の授業です。前期のみの履
修も可能ですが、前期はアラビア文字の習得に終始しますので、文章や文法まで理解を深めたい学生は後期も続けて履修しましょう。

１，アラビア文字のアルファベットを完全に習得する。
①独立形と連結形②つながらない文字③基本単語
2，50音表を習得してシャクルのない単語を読み書きできる。
①日本語をアラビア文字に変える②アラビア文字で書かれた日本語や英語を読む

到達目標

授業の計画と準備学修

アラビア語の世界Ｉ

堀内　里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435407

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

１１、アルファベットを読む
１２、綴りの仕組みを学ぶ
１３、独立形を書く
確認テスト

復習　単語、独立形 60

１４、独立形の復習
１５、綴りの仕組みを学ぶ
１６、連結形を書く
１７、単語を読む

60

復習　会話、50音 60

第9回 ２7、50音とは
28、会話

第7回

第8回

復習　単語、連結形

１８、連結形を書く
１９、単語を読む
２０、単語を書く

復習　単語、連結形 60

２１、つながらない文字とは
２２、単語を書く
２３、単語と単語で文をつくる
２４、会話文

60

復習　単語、つながらない文字 60

２５、会話文
２６、アラビア文字の綴り方のまとめ
確認テスト

復習　単語、つながらない文字
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60

第11回

第12回

第13回

２９、５０音で単語を読む
３０、会話

復習　会話、50音

３１、50音で単語を書く
確認テスト

復習　会話、50音

３２、会話
３３、地名を読む

復習　　地名

60

第10回

60

３４、品名を読む
３５、人名を読む
確認テスト

60

60

第15回

復習　品名 60

３６、単語を学ぶ
３７、人名を書く

復習　単語、人名

総括

特になし

第14回
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講師室は授業前後の1時間を利用ください。確認テストで質問することもできます。

授業の方法
　プリントと板書で説明します。文字カードを多用して難解なアラビア文字を取得できるように進行します。
　講義の最初の０−５分　本日の講義内容のポイントと流れを説明。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０−２０分　前回までの内容の復習、前回の確認テスト返却し補足説明。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０−３０分　新しい内容、重要点を解説。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０−５０分　配布プリントの問題を各人解く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０−６０分　確認テストを行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０−７０分　発音、会話を練習。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０−９０分　質疑応答。
確認テストの実施は授業の進行により前後します。

成績評価の方法
確認テスト５０点（1回１０点）＋平常点１５点＋宿題レポート３５点＝合計１００点の総合評価。
出席は毎回とる。遅刻は減点の対象です。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識・先修科目はない。関連科目としては、継続して「アラビア語の世界2」を受講すると発展的なアラビア語の学習を可能に
する。中東や北アフリカ地域の宗教や文化、多言語環境や多文化理解へと発展させることが可能である。

テキスト
自作のプリントを配布する。

参考書
『イスラーム世界研究のための 現代アラビア語マニュアル 2009』京都大学イスラム地域研究センター　
本田孝一・師岡カリーマ・エルサムニー『アラビア文字を書いてみよう読んでみよう』白水社、2006
ALAWIYE,Imran Hamza『Gateway to Arabic』Anglo-Arabic Graphics Ltd,2004

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

アラビア語Iの復習、総括
授業の概要

プリント 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

会話テキスト　これは〜です
文法テキスト　連結形と母音符号（カスラ）

単語の復習 60

会話テキスト　これは〜です
文法テキスト　連結形と母音符号（ファタハ）

プリントの復習 60

テーマ・概要
　　本講義は、アラビア語の世界1で習得したアラビア語のアルファベットを使って、単語や文の読み書きと会話を学ぶ。すでに文字を習
得していることが前提であるため、アラビア語の世界１を履修していることが望ましい。
　会話テキストでフレーズが自然と口について出てくるように繰り返して発音することと並行して、文法テキストで該当する文法をリンク
して学び、最終的にアラビア語圏の小学校1年生程度のアラビア語力を身に付ける。旅行や留学先でアラビア語圏の人びとと出会ったとき
に、スムーズに会話できることを目標としている。

1，動詞のない文型と疑問文を書く
2，基本的な会話とその応用を話す
３,多言語環境を理解するために、日本語の単語をアラビア文字化する

到達目標

授業の計画と準備学修

アラビア語の世界II

堀内　里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151435408

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

会話テキスト　これは何ですか、男性名詞
文法テキスト　母音符号（ダンマ、スクーン、シャッダ）

文型の復習 60

会話テキスト　これは何ですか、女性名詞
文法テキスト　　長母音

60

定冠詞の復習 60

第9回 会話テキスト　身体名称
文法テキスト　定冠詞

第7回

第8回

会話の復習

会話テキスト　これは〜ですか、親族名称
文法テキスト　タンウィーン

文型の復習 60

会話テキスト　人称代名詞
文法テキスト　母音符号のまとめ

60

単語の復習 60

会話テキスト　所有格
文法テキスト　地名を読む

文型の復習
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60

第11回

第12回

第13回

文法テキスト　定冠詞

単語の復習

文法テキスト　定冠詞まとめ

文型の復習

単語テスト

動詞の復習

60

第10回

60

会話テキスト　親族を紹介する
文法テキスト　数詞

60

60

第15回

会話の復習 60

会話テキスト　親族を紹介する、職業名詞
文法テキスト　定冠詞を使った文

なし

総括

なし

第14回
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授業後に教室で時間を設けます。また、確認テストを利用することもできます。

授業の方法
アラビア語のみの会話のテキストと英語解説の文法のテキストを併用して授業を行う。毎回の授業に持参して、指示された復習と予習を行
うとよい。コメントシートの往復によって正確な理解を促す。

成績評価の方法
コメントシート３０点(1回5点）＋平常点15点＋宿題レポート５５点の総合評価。
宿題レポートの詳細は12月はじめに伝えます。
遅刻は減点の対象になります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目としては　「アラビア語の世界I」から継続して履修することを前提としてます。アラビア語のアルファベットを学んだ経験があ
るならば、例外的に未履修者も受け付けています。関連科目は、イスラム教や中東の文化、アラビア語を母語としないたとえばインドネシ
アのイスラム教徒のアラビア語教育などに視野を広げることが可能であり、多文化理解の学習に役立つでしょう。

テキスト
いくつかの参考書から適宜コピーして配布する。

参考書
ALAWIYE,Imran Hamza『Key to Arabic,Book 1』,Anglo-Arabic Graphics Ltd,2005
WIGHTWICK,Jane &GAAFAR,Mahmoud『Easy Arabic Grammar』McGraw-Hill,2005

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Changing the Labels

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Languages in Primary Schools

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 単語テストに備える。 60

Chocolate Labelling

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

テーマ・概要
テレビニュースの視聴を通じて、英語のリスニング・スキルの向上をはかる。日本の学習者向けに作られた教材ではなく、アメリカのＡＢ
Ｃ（主に World News）とイギリスのＢＢＣ（主に 10 O’Clock News）のニュースをそのまま教材として使用する。

英語のニュースを的確に聴き取れるようになることによって、海外のメディアから情報を集める実践的な能力を高めることが授業の最終的
な目標である。

到達目標

授業の計画と準備学修

実践国際コミュニケーションＡ

須田　祐子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251435410

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Global Warming

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

Daylight Saving Time
※単語テスト

60

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

第9回 English Students Falling Behind in Maths

第7回

第8回

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

Finding British Food in France

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

Japan in Economic Standstill

60

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

Asteroid
※単語テスト（２）

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

Short Sleepers

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

Wikipedia 10 Years Old
※単語テスト（３）

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

Import Increases Food Miles

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

60

第10回

60

Long in the Tooth

60

60

第15回

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

到達度確認テスト
リスニング力の到達度を確認するテスト
※単語テスト（４）

テストの内容を復習する。

到達度確認テストの解説・質疑応答

到達度テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足してい
る点を確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
１回の授業で１本のニュースを視聴する。その際、２種類の聞き取りのエクササイズを行なう。ひとつはニュースの内容に関する質問に答
えるものであり、もうひとつはトランスクリプトの空欄を補充するものである。最後に、その日のニュースで使われた語彙と表現をプリン
トを使って確認する。講義形式をとるが、基本的に参加体験型の授業であり、授業に集中して取り組むことが求められる。

成績評価の方法
単語テストを４回実施する。単語テストの問題は毎回の授業のプリントから出題する。さらに到達度確認テストとしてリスニングのテスト
を実施する。最終的な成績に反映される比率は、単語テストが各２０パーセント（合計８０パーセント）、到達度確認テストが２０パーセ
ントである。リスニングの能力には個人差があっても、単語テストは努力次第であるので頑張って欲しい。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は必要ないが、「外の世界」に対する好奇心は不可欠である。

テキスト
適宜、指示する。

参考書
意欲と興味のある学生にはＡＢＣのウェブサイト（http://abcnews.go.com/）やＢＢＣのウェブサイト（http://news.bbc.co.uk/）を参照
することを薦める。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Healthy Living Getting Enough Sleep

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Processed Meat Linked to Early Death

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 単語テストに備える。 60

Tired Teens

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

テーマ・概要
テレビニュースの視聴を通じて、英語のリスニング・スキルの向上をはかる。日本の学習者向けに作られた教材ではなく、アメリカのＡＢ
Ｃ（主に World News）とイギリスのＢＢＣ（主に 10 O’Clock News）のニュースをそのまま教材として使用する。

英語のニュースを的確に聴き取れるようになることによって、海外のメディアから情報を集める実践的な能力を高めることが授業の最終的
な目標である。

到達目標

授業の計画と準備学修

実践国際コミュニケーションＢ

須田　祐子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251435411

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Teenage Drivers
※単語テスト（１）

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

Raising University Fees

60

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

第9回 Girl Scout Cookies

第7回

第8回

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

College Costs

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

Spain’s Lost Generation?
※単語テスト（２）

60

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。 60

Big Changes in SATs

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

Extreme Weather
※単語テスト（３）

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

Cookery for 11-year-olds

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

Eat Less Beef and Get an Energy Audit

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。

60

第10回

60

Pandas from China

60

60

第15回

トランスクリプトと練習問題を読み返して表現や文法事項を復習する。単語テストに備える。 60

到達度確認テスト
リスニング力の到達度を確認するテスト
※単語テスト（４）

テストの内容を復習する。

到達度確認テストの解説・質疑応答

到達度テストの結果を受けて、この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足してい
る点を確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
１回の授業で１本のニュースを視聴する。その際、２種類の聞き取りのエクササイズを行なう。ひとつはニュースの内容に関する質問に答
えるものであり、もうひとつはトランスクリプトの空欄を補充するものである。最後に、その日のニュースで使われた語彙と表現をプリン
トを使って確認する。講義形式をとるが、基本的に参加体験型の授業であり、授業に集中して取り組むことが求められる。

成績評価の方法
単語テストを４回実施する。単語テストの問題は毎回の授業のプリントから出題する。さらに到達度確認テストとしてリスニングのテスト
を実施する。最終的な成績に反映される比率は、単語テストが各２０パーセント（合計８０パーセント）、到達度確認テストが２０パーセ
ントである。リスニングの能力には個人差があっても、単語テストは努力次第であるので頑張って欲しい。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識は必要ないが、「外の世界」に対する好奇心は不可欠である。

テキスト
適宜、指示する。

参考書
意欲と興味のある学生にはＡＢＣのウェブサイト（http://abcnews.go.com/）やＢＢＣのウェブサイト（http://news.bbc.co.uk/）を参照
することを薦める。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス・旧石器時代
・授業内容，進め方，予習・復習の仕方などについて解説する。
・歴史認識・時代区分，研究方法などの，歴史学・考古学の基本的考え方を整理する。
・旧石器時代研究の難しさを理解する。

〔予習〕最低限，高校日本史の知識レヴェルは習得しておく。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヤマト政権の成立
・B.C.1C〜A.D.5C後半にかけてのヤマト政権の成立過程を，中国史書を正確に読解することにより理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

縄文時代・弥生時代
・縄文時代・弥生時代の同質性と異質性を正確に理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

テーマ・概要
・日本史学習の中でも特に手薄になりがちな前近代史を対象とし，学習する上での各事項のポイント，史（資）料を始めとする教材の取り
扱い方を中心に講義します。
・歴史＝暗記科目という認識を持っている学生が大半かと思われますので，史（資）料の取り扱い方を丁寧に解説し，受講生が自主的に教
材研究を行い，解説できるようになることを目指します。
・旧石器時代から平氏政権までを対象とします。

◎日本史教育を行う上での幅広い知識や，資（史）料の取り扱い方を習得している。
◎歴史的思考力を身につけ，それを授業実践で論理的に表現できる能力を身につけている。
〇歴史的思考力を持ち，それを現代社会に適切に活用する意欲を有している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本史概論Ｉ

松田　行彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421011

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヤマト政権の構造・展開とその動揺
・氏姓制度・部民制・屯倉・田荘制など，ヤマト政権の構造とその限界を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

推古期の内政と外交
・中国における久々の統一王朝である隋の成立と，その脅威に対処することを課題とする7C初頭の倭国の政権構造を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第9回 律令制国家の構造（2）
・律令制国家として完成した日本の古代国家の展開過程を理解する。

第7回

第8回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

乙巳の変と大化改新
・唐の成立によってさらに矛盾の激化した東アジア世界と，それに対処しなければならない倭国の政権構造を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

律令制国家への道
・最終的に律令制国家として完成する，日本の古代国家の成立過程を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

律令制国家の構造（1）
・律令制国家として完成した日本の古代国家の構造を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。
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90分

第11回

第12回

第13回

律令制国家の変容と摂関政治（1）
・律令制国家が，どのような過程を経て摂関政治に移行するかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

律令制国家の変容と摂関政治（2）
・摂関政治が，中国律令を継受して成立した日本的律令制国家であることを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

院政・平氏政権と荘園公領制（1）
・院政は天皇の父が家父長権を行使する政治形態であるとともに，荘園・知行国が経済基盤であったことを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第10回

90分

院政・平氏政権と荘園公領制（2）
・武士で最初の政権である平氏政権が，部分的な目新しさを見せながらも，最終的には古代的政権であったことを理解する。

90分

90分

第15回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

院政・平氏政権と荘園公領制（3）
・院政，平氏政権，そして後の鎌倉幕府の経済基盤である荘園公領制を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

まとめ
学期末試験

〔予習〕これまでの単元内容を振り返り，内容をまとめる。
〔復習〕学習内容を振り返る。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
・授業ごとに根拠となる史（資）料を提示し，解説を加える方法で講義を行います。
・その時代・その社会がどのようなものであったかを，グローバルな視点から理解できるよう心掛けたいと思います。
・最低限，事前に高等学校の日本史Bの教科書，『シリーズ日本の古代史』（岩波新書），『JR.日本の歴史』（小学館）を読んでから講義
に臨んでください。後二者は最新の研究成果を盛り込み，平易に叙述しているので，極めて参考になると思います。

成績評価の方法
・授業終了後，毎回，授業内容について課題を出し，答えてもらいます（【A4判】）。これを成績評価の一部とします（30％）。
・学期末試験（70％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史概論Ⅱに継続します。

テキスト
・授業ごとに，必要なレジュメ,史（資）料を配布します。
・文献を取り扱う時代になると，講義内容を理解するためには，史料の読解力が要求されます。漢文・古文の復習を行っておいてくださ
い。なお，日本史史料研究会監修苅込一志著『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』（吉川弘文館，2015年）を参考図書に挙げてお
きます。

参考書
・高等学校日本史B教科書（前提）
・『岩波講座日本歴史』（岩波書店）
・『日本史史料1古代』（岩波書店）
・『岩波講座日本通史』（岩波書店）
・『日本の時代史』（吉川弘文館）
・『シリーズ日本の古代史①〜⑥』（岩波新書）
・『JR（ジュニア）.日本の歴史①〜⑦』（小学館）
その他，授業時に随時提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

治承・寿永の内乱と鎌倉幕府の成立
・内乱を経て成立した鎌倉幕府がどのような政権であったかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

蒙古襲来と鎌倉幕府の動揺
・蒙古襲来が鎌倉幕府の成立基盤である御家人制に与えた影響を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

執権政治の成立と鎌倉幕府政治の展開
・源氏が3代で滅んだ後，北条氏による執権政治がどのように展開したかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

テーマ・概要
・日本史学習の中でも特に手薄になりがちな前近代史を対象とし，学習する上での各事項のポイント，史（資）料を始めとする教材の取り
扱い方を中心に講義します。
・歴史＝暗記科目という認識を持っている学生が大半かと思われますので，史（資）料の扱い方を丁寧に解説し，受講生が自主的に教材研
究を行い，解説できるようになることを目指します。
・鎌倉時代から江戸時代を対象とします。

◎日本史教育を行う上での幅広い知識や，資（史）料の取り扱い方を習得している。
◎歴史的思考力を身につけ，それを授業実践で論理的に表現できる能力を身につけている。
〇歴史的思考力を持ち，それを現代社会に適切に活用する意欲を有している。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本史概論II

松田　行彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421012

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

南北朝の内乱と室町幕府の成立
・鎌倉幕府滅亡の必然性と，南北朝の内乱を経て室町幕府が成立する過程を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

室町幕府政治の展開（1）
・室町幕府の構造と，幕府政治の展開過程を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第9回 ヨーロッパ人の来航と織田信長（1）
・宗教改革後のヨーロッパ人の来航と，それを受け入れた戦国期のあり方を理解する。

第7回

第8回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

室町幕府政治の展開（2）
・幕府政治の展開過程と，動揺のあり方を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

庶民の台頭と一揆
・惣（村）の成立と，この時代の特色である一揆の諸形態を理解する。

90分

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

戦国大名と分国法
・明応の政変後，各地に自立する戦国大名と，支配の基本である分国法を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。
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90分

第11回

第12回

第13回

ヨーロッパ人の来航と織田信長（2）
・織田信長の先進性とその限界を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

豊臣政権の成立と展開（1）
・豊臣秀吉の業績を通じて，信長とは異なる秀吉の画期性を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

豊臣政権の成立と展開（2）
・近世の扉を開いた秀吉の画期性とその限界，それを見抜いていた徳川家康の先見性を理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

第10回

90分

江戸幕府の成立と展開
・幕藩体制の構造と，幕府政治の展開について理解する。

90分

90分

第15回

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

90分

江戸幕府政治の展開と動揺
・幕藩体制がどのような理由で動揺し始めるかを理解する。

〔予習〕予習内容を教科書等で確認する。
〔復習〕授業内容を確認し，まとめる。

まとめ
学期末試験

〔予習〕これまでの単元内容を振り返り，内容をまとめる。
〔復習〕学習内容を振り返る。

第14回
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授業終了後に教室で受ける。

授業の方法
・授業ごとに根拠となる史（資）料を提示し，解説を加える方法で授業を展開します。
・その時代・その社会がどのようであったかを，グローバルな視点から理解できるよう心掛けたいと思います。
・最低限，事前に高等学校の日本史Ｂの教科書，『シリーズ日本中世史』（岩波新書），『シリーズ日本近世史』（岩波新書），『JR.日
本の歴史①〜⑦』（小学館）を読んでから講義に臨んでください。後2者は最新の研究成果を盛り込み，平易に叙述しているので，極めて
参考になると思います。

成績評価の方法
・授業終了後，毎回，授業内容について課題を出し，答えてもらいます（【B5判】）。これを成績評価の一部とします（30％）。
・学期末試験（70％）。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
上記、到達目標の達成度に基づいて評価する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史概論Ⅰから継続します。

テキスト
・授業ごとに，レジュメ，史（資）料を配付します。
・講義内容を理解するためには，史料の読解が要求されることになります。漢文・古文の復習を行っておいてください。なお，日本史史料
研究会監修苅込一志著『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』（吉川弘文館，2015年）を参考図書に挙げておきます。

参考書
・高等学校日本史B教科書（前提）
・『日本史史料2中世』（岩波書店）
・『岩波講座日本歴史』（岩波書店）
・『岩波講座日本通史』（岩波書店）
・『日本の時代史』（吉川弘文館）
・『JR.（ジュニア）日本の歴史①〜⑦』（小学館）
・『シリーズ日本中世史①〜④』（岩波新書）
・『シリーズ日本近世史①〜⑤』（岩波新書）
その他，授業時に随時提示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教科としての世界史の現状
授業の進め方
報告者の割り当て

【予習】序章〜第６章までをざっと見て、報告を担当したい節を考えておくこと 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

第1章　古代文明・古代帝国と地域世界の形成
1. 文明の誕生と国家の出現
2. 遠距離の移動と交流

【予習】第1章1, 2
【復習】課題

120分

第1章　古代文明・古代帝国と地域世界の形成
3. 諸地域世界の成立と古代帝国の栄華
4. 古代帝国の解体と紀元後３〜５世紀のユーラシア動乱

【予習】第1章3, 4 60分

第２章　地域世界の再編
1. 中央ユーラシアの発展と東アジアの再編
2. 「唐宋変革」と「中央ユーラシア型国家」の時代

120分

序章　なぜ世界史を学ぶのか
1. 21 世紀の世界で歴史を学ぶ意味
2. 世界史の入り口で

【予習】序章1, 2 60分

【予習】第２章1, 2
【復習】まとめの課題

第２章　地域世界の再編
3. ユーラシア西方の変動と新しい地域世界の成立
4. ユーラシア南方の変容

テーマ・概要
　教科としての世界史は今、危機と再生のなかにあると思います。この教科は、戦後70年とほぼ同じだけの時を重ね、さまざまな批判を受
けながらも、世界でも類を見ない成果をあげてきました。最大の批判点は外国史であることあることで、世界史なら当然、日本史＝自国史
をそのうちに含んでいなくてはいけないはずですが、そうなってはいないことです。この間、大国史観や西洋中心史観など他の主な批判点
の克服には努めてきたものの、科目設定の条件もあって、この点だけは克服することができませんでした。
　ところが、近年、日本史必修化問題という、いわば外圧を受けて、従来の世界史と日本史が一体化した必修科目が近い将来、発足するこ
とになっています。この新たな状況に応えようとするさまざまな試みが現在、活発に行なわれています。この授業でも、大学における世界
史教育という課題に早くから取り組んできたグループが開発した教科書をじっくり読むことによって、このような新たな動向に対応してい
きたいと思います。
　そこで重視されるのは考える力を身につけるということです。みなさんも歴史は暗記ではないというのをたびたび耳にしたことがあると
思いますが、現実にはそうなっていません。世界のさまざまな地域、小国の歴史も無視してはならないという善意の蓄積が、情報過多をも
たらしている面もあるのですが、生徒や学生の世界史離れを引き起こしているのも事実です。情報量を制限し、その代わりに歴史的に考え
る力を身につける訓練が必要です。そのためにテキストの「読者への問い」「課題」｢まとめの課題｣などを活用していきたいと思います。

① 世界史の基本的な流れを理解する
② それぞれの時代のそれぞれの地域の歴史を簡単に説明できる
③ 歴史的に考える力を身につける

到達目標

授業の計画と準備学修

世界史概論Ｉ

井村　行子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421021

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第6回

120分

第11回

第12回

第13回

【予習】第４章1、プリント
【復習】まとめの課題

120分

第４章　近世世界のはじまり
2. 西アジア・南アジアの近世帝国
3. ルネサンスと西ヨーロッパ「近代」の胎動

【予習】第４章2, 3

第５章　大航海時代
1. ヨーロッパ人の世界進出と「近代世界システム」の形成

8-1 概論⑧  ヨーロッパの拡大・危機とジェンダー
8-2 大航海時代ー海を渡る男性と女性
8-3 ルネサンス芸術と女性ー描かれた女／描く女
8-4 宗教改革とセクシュアリティ管理の強化

【予習】第５章1、プリント
【復習】まとめの課題

第５章　大航海時代
2. 銀と火器による東アジアの激動
3. 17世紀の全般的危機

【予習】第５章 2, 3

60分

第9回

第10回

第４章　近世世界のはじまり
1. 明を中心とする国際秩序

7-1 概説⑦ アジア諸文明のジェンダー秩序
7-2 モンゴル帝国の皇后とチンギス家の婚姻戦略
7-3 明清中国のジェンダー秩序
7-4 後期帝政期中国の文化

第7回

第8回

【予習】第２章3, 4 60分

第３章　海陸の交流とモンゴル帝国
1. 海陸のネットワークの連鎖
2. モンゴル帝国とアフロ・ユーラシアの「グローバル化」

60分

【予習】第３章1, 2
【復習】まとめの課題

120分

第３章　海陸の交流とモンゴル帝国
3. 14世紀の危機と大崩壊
4. モンゴルの遺産・記憶とその後のユーラシア

【予習】第３章3, 4

60分

第６章　アジア伝統社会の成熟
1. 東アジア諸国の「鎖国」
2. 18世紀東アジア諸国の成熟と日中の大分岐

【予習】第６章1, 2
【復習】まとめの課題

120分

- 1483 -



授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
各回、原則２人の方に報告していただく。

成績評価の方法
課題(30%)、報告(20%)、テスト(50%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　

課題: テキストの内容を理解した上で自分の力で考えているか。
報告: テキストの内容を理解し、わかりやすく伝えることができるか。
テスト: 最低限の知識を試します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
『市民のための世界史』大阪大学歴史教育研究会編(大阪大学出版会、2014)、1900円、ISBN978-4-87259-0

参考書
三成美保・姫岡とし子・小浜正子編『歴史を読み替える　ジェンダーから見た世界史』(大月書店、2014)、2800円、ISBN978-4-272-50181-
6

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

120分

60分

第15回

第６章　アジア伝統社会の成熟
3. 東南アジア・インド洋世界世界の変容

7-5 朝鮮王朝時代の文化ー朱子学と男女有別
7-6  オスマン帝国のジェンダー秩序
7-7  インド中世・近世社会の諸相
7-8 特論⑦ 纏足と辮髪

【予習】第６章3、プリント

序論　歴史学におけるジェンダー主流化をめざして
1-1 概説① 歴史を読み直す視点としてのジェンダー
1-2 論点① 家父長制とジェンダー
1-3 論点② アジアの家父長制
1-4 論点③ 人口変動と歴史
1-5 論点④ 身体をどう読むか？
1-6 論点⑤ 男性性（マスキュリニティ）の歴史
1-8 特論① 国際社会における21世紀の課題

【予習】プリント
【復習】まとめの課題

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教科としての世界史の現状
授業の進め方
報告者の割り当て

【予習】第７章〜終章までの内容をざっと見て、報告を担当したい節を考えておくこと 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

第７章　ヨーロッパの奇跡
3. 環大西洋革命の展開

10-1 概説⑩ 市民の世紀とジェンダー秩序
10-2 アメリカ独立革命とジェンダー
10-3 フランス人権宣言と「女権宣言」
10-4 近代市民法のジェンダー・バイアス

【予習】第７章3、プリント 60分

第８章　近代化の広がり
1. 「パクス・ブリタニカ」の成立
2. 欧米の国民国家建設と工業化

【予習】第８章1, 2
【復習】まとめの課題

120分

第７章　ヨーロッパの奇跡
1. イギリスとフランスの覇権争奪
2. イギリスの工業化

【予習】第７章1, 2 60分

テーマ・概要
　教科としての世界史は今、危機と再生のなかにあると思います。この教科は、戦後70年とほぼ同じだけの時を重ね、さまざまな批判を受
けながらも、世界でも類を見ない成果をあげてきました。最大の批判点は外国史であることあることで、世界史なら当然、日本史＝自国史
をそのうちに含んでいなくてはいけないはずですが、そうなってはいないことです。この間、大国史観や西洋中心史観など他の主な批判点
の克服には努めてきたものの、科目設定の条件もあって、この点だけは克服することができませんでした。
　ところが、近年、日本史必修化問題という、いわば外圧を受けて、従来の世界史と日本史が一体化した必修科目が近い将来、発足するこ
とになっています。この新たな状況に応えようとするさまざまな試みが現在、活発に行なわれています。この授業でも、大学における世界
史教育という課題に早くから取り組んできたグループが開発した教科書をじっくり読むことによって、このような新たな動向に対応してい
きたいと思います。
　そこで重視されるのは考える力を身につけるということです。みなさんも歴史は暗記ではないというのをたびたび耳にしたことがあると
思いますが、現実にはそうなっていません。世界のさまざまな地域、小国の歴史も無視してはならないという善意の蓄積が、情報過多をも
たらしている面もあるのですが、生徒や学生の世界史離れを引き起こしているのも事実です。情報量を制限し、その代わりに歴史的に考え
る力を身につける訓練が必要です。そのためにテキストの「読者への問い」「課題」｢まとめの課題｣などを活用していきたいと思います。

① 世界史の基本的な流れを理解する
② それぞれの時代のそれぞれの地域の歴史を簡単に説明できる
③ 歴史的に考える力を身につける

到達目標

授業の計画と準備学修

世界史概論II

井村　行子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421022

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第5回

第6回

第８章　近代化の広がり
3. 近代化と大衆社会の萌芽

10-5 慈善活動・福祉活動
10-6 48年革命とジェンダー
10-7 工業化と労働のジェンダー化
10-8 階級とジェンダーー労働者大衆の生活と家族

60分

【予習】第10章2、プリント 60分

第11章　第二次世界大戦とアジア太平洋戦争
1. 「戦間期」の繁栄と世界恐慌
2. 日中「15年戦争」

【予習】第11章1, 2
【復習】まとめの課題

120分

第9回

第10回

第10章　帝国主義とアジアのナショナリズム
2. アジアのナショナリズム

12-1 概説⑫ アジア・アフリカの社会変動と女性の地位
12-2 近代インドにおける社会改革と民族運動
12-3 オスマン帝国の女性地位改革
12-4 清末の社会変化と女性解放思想の登場

第7回

第8回

【予習】第８章3、プリント

第９章　「ウェスタン・インパクト」とアジアの苦悩
1. イスラーム世界の苦悩
2. 南アジアの植民地化
3. 東南アジアの植民地時代

【予習】第９章1, 2, 3
【復習】まとめの課題

120分

第９章　「ウェスタン・インパクト」とアジアの苦悩
4. 東アジアの衝撃と模索
5. 「アジア間貿易」とアジアの工業化

120分

【予習】第９章4, 5 60分

第10章　帝国主義とアジアのナショナリズム
1. 帝国主義と第一次世界大戦

13-1 概説⑬ 世界大戦の時代
13-2 総力戦とジェンダー
13-3 ソ連の女性と家族
13-4 大衆政治化・バックラッシュ・参政権獲得

【予習】第10章1、プリント
【復習】まとめの課題
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60分

第11回

第12回

第13回

第11章　第二次世界大戦とアジア太平洋戦争
3. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争

13-8 朝鮮の植民地化ー「新女性」から「慰安婦」まで
13-9 革命と戦争のなかの中国女性
13-10 ナチズムとジェンダー
13-11 戦争・占領とセクシュアリティ

【予習】第11章3、プリント

第12章　冷戦と民族独立の時代
1. 戦後の国際秩序と「冷戦」「熱戦」
2. 脱植民地化と新興国の国民国家建設

【予習】第12章1, 2
【復習】まとめの課題

授業の方法
各回、原則２人の方に報告していただく。

成績評価の方法

120分

第12章　冷戦と民族独立の時代
3. 「平和共存」と高度経済成長
4. ベトナム戦争とアメリカの覇権の動揺
5. 中ソ対立と社会主義の行き詰まり

60分

120分

第15回

【予習】第12章3, 4, 5 60分

第13章　現代世界の光と影
1. 新自由主義と冷戦の終結
2. 開発と民主化

【予習】第13章1, 2
【復習】まとめの課題

第13章　現代世界の光と影
3. イスラームの復興と挑戦
4. グローバル化と反グローバル化

【予習】第13章3, 4

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

課題(30%)、報告(20%)、テスト(50%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　

課題: テキストの内容を理解した上で自分の力で考えているか。
報告: テキストの内容を理解し、わかりやすく伝えることができるか。
テスト: 最低限の知識を試します。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
『市民のための世界史』大阪大学歴史教育研究会編(大阪大学出版会、2014)、1900円、ISBN978-4-87259-0

参考書
三成美保・姫岡とし子・小浜正子編『歴史を読み替える　ジェンダーから見た世界史』(大月書店、2014)、2800円、ISBN978-4-272-50181-
6

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

地理学とは何か、人文地理学とは何か：学習指導要領を手掛かりに

・図書館で地理学に関わる概説書を手にとってみる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地図の活用と「地域」の捉え方

・前回の復習 60

人文地理学の見方・考え方

・前回の復習 60

テーマ・概要
人文地理学は人間活動の空間的諸相に関わる学問分野である。本授業科目は、教職課程の受講者に人文地理学の見方・考え方を身につけて
もらうことを狙いとする。今日の人文地理学の研究対象、またアプローチは多様性に満ちているが、本科目は、地図の種類と活用法を学ん
だ上で、とくに景観的視点、空間構造視点を理解するために、集落・都市地理学、人口地理学、農業地理学といった系統地理学の各分野に
おける古典的アプローチを中心に概説する。

DP1（教養の修得）を実現するため、以下を到達目標とする。
・人文地理学を構成する各々の研究分野の初歩的な諸概念を活用できる。
・多様な地図資料等を用いて、また自ら作成することによって、景観・立地・空間構造といった人文地理学の視点から地表上の諸事象を理
解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

人文地理学

小田　宏信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21391421031

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

平野の地形と土地利用

・前回の復習 60

村落の成立と諸形態

60

・前回の復習 60

第9回 20世紀の開発と地形改変

第7回

第8回

・前回の復習

ヨーロッパの都市形成

・前回の復習 60

日本の都市形成

60

・前回の復習 60

産業化の地域的条件

・前回の復習
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60

第11回

第12回

第13回

人口動態と人口移動

・前回の復習

都市の類型と都市システム

・前回の復習

都市構造とその動態

・前回の復習

60

第10回

60

農業活動の地域性

120

60

第15回

・前回の復習 60

日本の園芸農業とグローバル化

・前回の復習

まとめ

・これまでの復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で進める。一部、実習形式で行う場合もある。

成績評価の方法
原則全回出席原則の上で、課題提出40%、期末試験60%。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
　(1) 人文地理学の各分科の基本概念を理解できているか。
　(2) 主題図を作成し、それを読み取る力が身に付いたか。
　(3) 地理学的思考力を身につけたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識・先修科目はとくに必要としないが、教養カリの地理学関連科目、経済学部開講の「産業と立地」および「経済地理」の履修を推
奨。

テキスト
本年度は使用しません。

参考書
『地理学入門＜改訂版＞』浮田典良。原書房，2200円，ISBN4-5620-9139-8．
『地理学概論（地理学基礎シリーズ１）』上野和彦ほか編，朝倉書店，3465円．
『自然地理学概論 （地理学基礎シリーズ２）』矢ヶ崎典隆ほか編，朝倉書店，3465円．
『地誌学概論（地理学基礎シリーズ３）』高橋日出男ほか編，朝倉書店，3465円．
『ジオ・パルNEO─地理学・地域調査便利帖』野間晴雄・香川貴志ほか，海青社．2625円， ISBN4-8609-9265-2
『人文地理学』竹中克行ほか編，ミネルヴァ書房，3000円，ISBN4-6230-5539-6
『地理学への招待』中村和郎ほか編，古今書院，2400円，ISBN4-7722-1227-2
『地域と景観』中村和郎ほか編，古今書院，2800円，ISBN4-7722-1230-2
『人口地理学入門』小笠原節夫，原書房，2100円，ISBN4-562-09026-X
『文化地理学入門』高橋伸夫ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1086-8
『現代都市地理学』北川健次編，古今書院，2600円，ISBN4-7722-3044-0
『新しい都市地理学』高橋伸夫ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1302-6
『商業地理学入門』奥野隆史ほか，東洋書林，2625円，ISBN4-8872-1349-2
『グローバル化に対抗する農林水産業』高柳長直ほか，農林統計出版，2300円，ISBN4-8973-2204-9
『フードシステムの空間構造論—グローバル化の中の農産物産地振興』高柳長直，筑波書房，3500円，ISBN4-8119-0295-5

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義ガイダンス
・研究倫理について
・講義計画の確認

シラバスを読んで授業計画を確認してくること 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地球環境の基礎１−大気（2）

前回の内容確認 60

地球環境の基礎１−大気（1）

前回の内容確認 60

テーマ・概要
自然地理学（地形，気候，植生など）の基本的な知識を得ることを目標とする．講義では，地球上で起こっている様々な時空間スケールの
環境変化について，現象の説明だけでなく，メカニズムや人々の生活に対する影響まで，映像や写真，図表を多く取り入れて解説してい
く．

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取る力を身に付けます．

到達目標

授業の計画と準備学修

自然地理学 a

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21391421032

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

地球環境の基礎２−固体地球

前回の内容確認 60

地球環境の基礎３−地図・図表の読解

60

前回の内容確認 60

第9回 後期更新世以降の気候変動

第7回

第8回

前回の内容確認

世界の気候とその分布

前回の内容確認 60

エルニーニョ・ラニーニャ現象

60

前回の内容確認 60

日本の天気と気候

前回の内容確認
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60

第11回

第12回

第13回

関東地方の地形

前回の内容確認

後期更新世以降の地形発達（関東の地形発達）

前回の内容確認

ヒートアイランドと緑地の冷却効果
都市型集中豪雨と気象災害

前回の内容確認

60

第10回

60

地球温暖化の現状

60

60

第15回

前回の内容確認 60

大学入試センター試験「地理A/B」研究

前回の内容確認

学期末到達度確認テスト

到達度確認テストに向けた、講義内容すべての復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントとPCプロジェクタを使用して講義を行います．

成績評価の方法
学期末到達度確認テスト（80％）＋平常点（出席・提出物・発言など）（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取るスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要な予備知識は求めません．
また，暗記を強要するようなこともありません．

テキスト
1) 新詳地理資料　「COMPLETE」：帝国書院，ISBN-10: 4807163701
2) 中学校や高等学校で使用した地図帳

参考書
新詳資料「地理の研究」：帝国書院，ISBN-10: 4807163728

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義ガイダンス
・研究倫理について
・講義計画の確認

シラバスを読んで授業計画を確認してくること 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地球環境の基礎１−大気（2）

前回の内容確認 60

地球環境の基礎１−大気（1）

前回の内容確認 60

テーマ・概要
自然地理学（地形，気候，植生など）の基本的な知識を得ることを目標とする．講義では，地球上で起こっている様々な時空間スケールの
環境変化について，現象の説明だけでなく，メカニズムや人々の生活に対する影響まで，映像や写真，図表を多く取り入れて解説してい
く．

DP1（教養の修得）を実現するため，以下を到達目標とする．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取る力を身に付けます．

到達目標

授業の計画と準備学修

自然地理学 ＜2＞

財城　真寿美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21391421032

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

地球環境の基礎２−固体地球

前回の内容確認 60

地球環境の基礎３−地図・図表の読解

60

前回の内容確認 60

第9回 後期更新世以降の気候変動

第7回

第8回

前回の内容確認

世界の気候とその分布

前回の内容確認 60

エルニーニョ・ラニーニャ現象

60

前回の内容確認 60

日本の天気と気候

前回の内容確認
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60

第11回

第12回

第13回

関東地方の地形

前回の内容確認

後期更新世以降の地形発達（関東の地形発達）

前回の内容確認

ヒートアイランドと緑地の冷却効果
都市型集中豪雨と気象災害

前回の内容確認

60

第10回

60

地球温暖化の現状

60

60

第15回

前回の内容確認 60

大学入試センター試験「地理A/B」研究

前回の内容確認

学期末到達度確認テスト

到達度確認テストに向けた、講義内容すべての復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントとPCプロジェクタを使用して講義を行います．

成績評価の方法
学期末到達度確認テスト（80％）＋平常点（出席・提出物・発言など）（20％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し，その達成度により評価する．
自然地理に関する様々な地図やグラフから，自然と人間の相互作用を読み取るスキルを習得したかどうか．

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要な予備知識は求めません．
また，暗記を強要するようなこともありません．

テキスト
1) 新詳地理資料　「COMPLETE」：帝国書院，ISBN-10: 4807163701
2) 中学校や高等学校で使用した地図帳

参考書
新詳資料「地理の研究」：帝国書院，ISBN-10: 4807163728

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「学習指導要領と地誌学習」
新学習指導要領では、「社会的事象の地理的な見方・考え方」を働かせることが強調されている。新学習指導要領の内容と攻勢
を理解する。

新学習指導要領の考え方を、ワークシートにまとめる（復習） 40

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Ⅰ部　地域調査の方法の基礎（思考力、判断力、表現力）を育むための調査方法の基礎を身近な地域の事例で学ぶことにする。
①フイールドワーク･地図学習・自然環境学習
観察や野外調査、文献調査の実例を、武蔵の地域や成蹊大学周辺で学ぶ

武蔵野地域の地域調査についての文献調査（文献読後レポートの作成） 60

「持続可能な社会の創り手」のための地域調査･地域分析の方法。新学習指導要領では、持続可能な社会の創り手の視点から、グ
ローバルな視点が強調された。内容は,①世界と日本の地域構成②世界の様々な地域③日本の様々な地域の順で構成された。

持続可能な社会についてのワークシートをまとめる。（世界、日本、地方レベルの持続不可能な課題） 60

テーマ・概要
　教職科目『地誌学』の見方・考え方を、Ⅰ地域調査方法の基礎を学ぶ　地域学習(武蔵野地域)、Ⅱ日本の多様な地域の調査方法を学ぶ地
域学習(関東地方)、Ⅲ世界の様々な地域の調査方法を学ぶ地域学習(オーストラリア)の3つについて講義する。

　到達目標は、教職科目である『地誌』の基本的な扱い方や考え方について学習指導要領に基づいて概説し、その理解を図る。また、具体
的な教材を活用して授業内容の構成や授業の進め方について理解を図る。テーマは、「多様な地域スケールを使った地誌的思考力」を基礎
に、持続可能な社会の担い手に資する思考力、判断力、表現力を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

地誌学

小金澤　孝昭

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291421033

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

②地図を活用した地域観察(武蔵野地区を事例)
地形図の読み方や地位系図を使って土地利用の変化やその背景について学ぶ。

地図の着色作業（予習＋復習） 60

③地域統計の分析方法（人口分析、コーホート分析、産業構造･労働市場分析）
武蔵野地域の人口の動態や社会的移動の調査から少子高齢化問題を考察する。

60

工業団地分布論の作成 60

第9回 ④関東地方の工業地域(工業立地の仕組みについて)
京浜工業地域や内陸の生糸・製糸業地域の形成～軍需工業化～東京湾の埋め立て～内陸工業団地形成の工業地域形成史と工業立
地論の学習、

第7回

第8回

コーホート分析のグラフ作成

Ⅱ部「日本の多様な地域」の調査方法～関東地方を事例にして～地域的特色の４つの基本項目である、１自然環境、2人口、3資
源ｴﾈﾙｷﾞｰ産業、4交通通信を軸に関連させて、学習内容を構成した。
①関東地方の環境と土地利用の歴史：自然環境を利根川の流路変更をテーマに土地利用を考察する

関東地方の自然環境、土地利用に関する地図の着色作業 60

②関東地方の人口分布と人口移動(通勤圏･通学圏)と居住問題：現在の人口問題特に少子高齢化現象を地域的に生み出した1955年
以降の人口大移動と都市郊外への人口移動のプロセスを考察する。

60

人口統計のグラフ作成 60

③関東地方の農業地域(農業立地の仕組みについて)
農業地域の形成過程を考察する。近郊農業、園芸農業地域、近郊酪農地域、などの分析と農業地域形成のメカニズムについて学
ぶ。

農業的土地利用地図の作成
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120

第11回

第12回

第13回

⑤関東地方の商業物流地域
関東地域内の循環型交通網との整備と、物流・情報流通施設立地の関係を考察する。また、通信ビジネスと物流ビジネスの連動
が引き起こす、「どこでもドア」社会が日記憶す、労働門や社会問題を考察する。

「宅急便労働のブラック化」についての新聞スクラップを収集し、レポートにまとめる。

⑥関東地方の地域トピックスを考える
関東地方の地域問題を、調べ、考察して発信する作業として、関東地方の地域トピックスをプレゼンする。

「関東地方のトピックス」のプレゼンの準備を行う。

Ⅲ部世界の様々な地域の調査方法　世界の各地域の人々の生活が自然環境や開発の経緯、暮らし方などに注目して地域調査を行
う方法を学ぶ。事例としては、新しい開発で、多文化・多民族社会である。オーストラリアを取り上げる。
①オーストラリアの環境変動と生態系の特徴
オーストラリアの自然環境が人間の活動に強い影響を与える実態をVTR教材を使って考える。

オーストラリアへの教育旅行プログラムの企画書を作成する作業

80

第10回

120

②オーストラリアの開発の歴史(農業開発･都市開発の変化)　開発年表を使い、開発の経緯と農業開発の実態について学ぶ。

60

120

第15回

「オーストラリア開発年表」を使ったワークシートの作成 30

③オーストラリアの多文化社会(移民の歴史からみた多文化･多民族社会)
オーストラリアの移民の歴史について学び、多民族主義～多文化主義～他宗教社会の形成のプロセスを学ぶ。移民を受け入れる
社会的受容要因と移民が生まれる母国の社会条件について考察する。

オーストラリアの移民問題に関する文献を読んでレポートを作成する。

④多文化社会と都市内部のセグリゲーション(棲み分け)シドニーを事例にして。
多民族が同一の都市空間に住む場合どのようなセグリゲーション（すみわけ）を引き起こすのかを考察する。講義全体のまと
め。

講義前提のまとめから、地理的見方考え方について理解できたことをまとめ、試験の準備をする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的に講義方式で行うが、必要に応じて、発表授業やビデオ教材授業、作業学習を行う。

成績評価の方法
期末試験（30％）3回のレポート（30％）（フーイールドワーク、トピックスレポート、教育旅行企画書）と講義時の作業課題の提出状況
や参加姿勢（40％）などによって評価する。講義出席は10回以上が前提となる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
基本的知識が重要となるので、新聞を読む習慣を身に着けてください。

テキスト
中学校学習指導要領解説、高等学校学習指導要領解説　社会編

参考書
講義時に、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

映像学習
　『日本国憲法の誕生』（NHK、2007年）を観て、日本の民主政治の原点を考える。

　感想文を宿題として書く。 　0分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト第2章
　「民主政治の変容」：19世紀までに発展した自由民主主義は、選挙権拡大により大衆民主主義へと変容し、全体主義の挑戦を
受け、再定義を余儀なくされたことを理解する。

　テキスト第2章を読む。 　90分

テキスト第1章
　「民主政治の起源」：古代ギリシアから近代市民革命に至る民主政治の制度と理念を理解する。

　テキスト第1章を読む。 　90分

テーマ・概要
　教職課程用政治学として、政治学の基礎を政治思想から政治過程まで、地方自治から国際政治まで下記のテキストを用いて幅広く学ぶ。
このテキストは理論的な部分と歴史的な部分と現状分析的な部分とが組み合わさっているので、読みにくいかもしれないが、総合的な理解
のためにそうしているのである。なお、テキストに欠けていると思われる「権威主義と民主化」については、講師が独自に補う。これで、
日本と世界の現代政治を理解する基本的な用語（概念）と考え方をセットで提供できる。

　中学「公民」、高校「政治経済」を将来教える上で必要な政治学の基本的な知識と考え方を修得する。
到達目標

授業の計画と準備学修

現代の政治学

富田　武

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191421041

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テキスト第3章
　「福祉と政治」：社会主義国家の登場と世界恐慌が資本主義の自己改革を促し、先進国で福祉国家を生み出したこと、他方で
はリバタリアニズム（自由至上主義）も生み出したことを理解する。

　テキスト第3章を読む。 　90分

テキスト第4章
　「民主政治のさまざまな仕組み」：議院内閣制と大統領制、日本の議院内閣制、多数決型民主政治と合意型民主政治を、各国
の事例により学習する。

　60分

　テキスト第7章を読む。 　90分

第9回 テキスト第7章
　「政策過程と官僚・利益集団」：政策決定は議会そのものでより、政府与党案の官僚による準備、族議員や利益集団による介
在（審議会、陳情等）でなされることを理解する。

第7回

第8回

　テキスト第4章を読む。

テキスト第5章
　「選挙」：選挙制度を外国や過去も含めて知り、有権者の投票行動を説明する理論を学び、日本の選挙と投票の実態を把握す
る。

　テキスト第5章を読む。 　90分

テキスト第6章
　「議会と政党」：立法過程を知り、議会における政党の役割と政党間の関係（政党システム）を学び、戦後日本の政党政治の
歴史を理解する。

　90分

　テキスト第6章を読む。 　90分

映像学習
　高齢者の利益集団と政党の活動の実例をアメリカ、オランダに観る。

　感想文を宿題として書く。
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　90分

第11回

第12回

第13回

テキスト第8章
　「世論とマスメディア」：選挙でも政策決定でも大きな役割を果たし、「第4の権力」と呼ばれるマスメディアとその作る「世
論」、政府等による影響を検討する。

　テキスト第8章を読む。

テキスト第9章
　「地方自治」：地方自治における二元代表制と住民参加、近年の分権改革と財政問題、最近の地方政治の特徴（首長リード
型）を学習する。「身近な政治」を理解する。

　テキスト第9章を読む。

テキスト第10章
　「グローバル化」：近代の主権国家体制がグローバル化によって揺らぎ、核兵器や環境破壊の問題の共同解決が迫られる中
で、国際関係の在り方、グローバル市民社会を考える。

　テキスト第10章を読む。

　60分

第10回

　90分

テキスト第11章
　「民主政治の現在」：現代の民主主義が「新しい社会運動」やNGO/NPOの「結社ネットワーク」の挑戦を受け、「熟議民主主
義」の試みなどにより試行錯誤していることを学ぶ。

　90分

　90分

第15回

　テキスト第11章を読む。 　90分

講師補足：権威主義と民主化
　テキストが欧米先進国の政治中心なので、発展途上国の政治を理解するために権威主義（開発独裁、イスラム国家）体制とそ
の民主化というテーマを学ぶ。

　参考書の『アジア政治を見る眼』を読む。

まとめ
　現行の中学「公民」、高校「政治経済」を教える立場に立って本政治学の内容をいかに翻案すればよいかを考える。参考に
「学習指導要領」当該部分を配布する。

　授業中前に左記の問いに対する自分なりの答えを書いてみる。教科書の当該部分を読んでくる。

第14回
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　簡単な質問は授業終了後に教室で受け付けるが、立ち入った質問や相談はメールまたは名誉教授室で対応する。

授業の方法
　毎回パワーポイントに基づいて講義する。DVDも補助教材とし、感想文を書いてもらう。

成績評価の方法
　基本的に期末試験で評価するが（90％）、DVDの感想文の提出及び内容も評価に加味される。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　とくになし。

テキスト
　川出良枝・谷口将紀編『政治学』東京大学出版会、2200円　ISBN978-4-13-032219-5  C3031

参考書
　岩崎育夫『アジア政治を見る眼：開発独裁から市民社会へ』中公新書、740円　ISBN4-12-101582-7  C1231

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
（以下の各回のテーマは一例です。その時々の社会情勢や授業の進捗に応じて入れ替わる可能性があります。）

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代社会の分析の基礎２　
〜相互行為と社会的協力，コンフリクト

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

現代社会の分析の基礎１　
〜社会的行為と社会規範

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

テーマ・概要
　この講義では現代社会のさまざまなトピックを学びます。わたしたちの生きる現代社会は、どのような社会であり、どのような社会問題
が生じているのでしょうか。ある社会問題について、どのような立場の違いがあり、いかなる解決策が考えられるのでしょうか。

　この授業ではこうした問いに対して、とくに人びとの「自由」や「アイデンティティ」と、社会の「秩序」や「社会規範」との関係とい
う観点から取り組んでいきます。各回のテーマについて学びながら、これからの人生で、社会生活を通じて役に立つ「社会と人についての
見方」を身につけていきましょう。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、以下の到達目標を設定します。
①現代社会のさまざまな現象について、その成り立ちや問題点を理解できるようになる。（DP6、DP7）
②さまざまな資料やデータや文献の見方を学び、自ら調べて確かめる姿勢を身につける。（DP6、DP7）
③現代社会の諸問題について分析するための、基礎的な概念や基本的な理論枠組みを理解し、身につける。（DP6、DP7）

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会入門

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

現代社会の分析の基礎3
〜社会秩序と社会の変化

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

性の多様化とジェンダー

60

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

第9回 中間まとめ

第7回

第8回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

障害者差別と自立生活，ノーマライゼーション

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

学歴社会と機会の平等

60

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

貧困の連鎖と社会的排除

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．
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60

第11回

第12回

第13回

近代家族と家族の多様化

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

仕事と家庭，ワークライフバランス

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

少子高齢化と社会福祉

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

60

第10回

60

監視社会における自律性，リスク社会と個人化

60

60

第15回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

公共性，ボランティア，町内会

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

授業のまとめ

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
基本的に講義形式でおこないます。講義では学術的な概念を用いるので、適宜簡単な小テストなどをおこないます。小テストの内容につい
ては前の回の授業で予告します。
進捗と復習の必要に応じて、中間テストをおこなう可能性があります。
授業の進捗度によって、内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点，小テストや課題、到達度確認テストなどから総合的に評価します。
平常点（授業への参加状況や課題の提出状況） 10%, 小テストや課題 30%, 到達度確認テスト 60%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識はとくに必要ありませんが、社会階層論、経済社会学、教育社会学、ジェンダーの社会学を学んでいるとより理解が深まります。

テキスト
授業時に資料を配付し、テキストとして使用するほか、適宜授業内で指示します。

参考書
小林盾ほか『社会学入門』朝倉書店．
本田由紀編『現代社会論』有斐閣.

など、授業内で随時指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1512 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

公共空間と親密空間

配布資料を読み、理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

自殺論

配布資料を読み、理解する。 60

公共空間の変容

配布資料を読み、理解する。 60

テーマ・概要
社会学は、異なる人々が共存していくあり方に目を向け、時代による変化の中で、人々の関係性や規範や制度がどう作用しあっているの
か、そこから生み出される社会現象の構造などを読み解いていく学問である。この授業では、そうした社会学の基本となる考え方を勉強す
る。

ＤＰ１「教養の修得」、ＤＰ６「文化現象の総合的理解」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」を実現するため、以下の２点
を到達目標とする。
①社会学という学問分野において、これまでどのような議論がなされてきたのかを学び、その基礎的な知識を習得する。
②その作業を通して、社会の構造を読み解く視点と思考を身に付け、今後の勉強に役立てられるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会学入門

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プロテスタンティズムと資本主義の精神

配布資料を読み、理解する。 60

相互行為

60

配布資料を読み、理解する。 60

第9回 国家とグローバリゼーション

第7回

第8回

配布資料を読み、理解する。

規律と訓練

配布資料を読み、理解する。 60

専門職の管理・献身と自己決定

60

配布資料を読み、理解する。 60

組織と人間——マクドナルド化する社会

配布資料を読み、理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

家族とライフコース

文献を読み、自分の意見をまとめる。

ジェンダー

文献を読み、自分の意見をまとめる。

格差と階層、文化と再生産

文献を読み、自分の意見をまとめる。

60

第10回

60

歴史と記憶

60

120

第15回

文献を読み、自分の意見をまとめる。 60

到達度確認テスト

これまでの学習内容を復習し、到達度確認テストに備える。

到達度確認テストの解説・質疑応答

到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、さらなる理解に努める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回プリントを配布し、必要に応じて、映像やインターネット等を使いながら、講義を行なう。授業の中で、課題を行なうこともある。

成績評価の方法
到達度確認テスト（60％）と、平常点（授業中の課題など）（40％）で、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、「現代社会入門」がある。

テキスト
必要に応じて資料を配布する。

参考書
長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志，2007，『社会学』有斐閣．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

　“やさしさ”と現代のコミュニケーション

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

＜モノ語り＞と現代のコミュニケーション

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

テーマ・概要
　　『ドラえもん』に出てくる「ほんやくコンニャク」が欲しいと思ったことはないでしょうか？食べればどんな言葉をしゃべる人とでも
コミュニケーションできるほんやくコンニャクは、夢のような道具です。しかも、人工知能研究が急速に進んでいる今、ほんやくコンニャ
クはそう遠くない将来実現しそうな道具にも思えます。　ところが驚くべきことに、現在のコミュニケーション論に大きな影響をおよぼし
ている「構造主義」という考え方は、ほんやくコンニャクという道具が原理上（つまり、技術的理由ではなく）存在し得ないということを
示しました。一体構造主義は、どのような仕方で「ほんやくコンニャクが存在し得ないこと」を示したのでしょう。そもそも構造主義と
は、どのような物の見方なのでしょう。また、現在進みつつある自動翻訳研究は無駄な試みなのでしょうか。これらの問いに答えながら、
一体コミュニケーションとは何か、多角的に考察していきます。

DP1（教養の修得）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を達成するため、次の３点を到達目標
とします。
（１）現代社会におけるコミュニケーションの特徴を理解すること。
（２）構造主義の基礎概念や歴史的展開を理解すること。　
（３）構造主義的翻訳観と現在の自動翻訳技術の根底にある翻訳観を比較することで、コミュニケーションとは何かという問いに対する自
分なりの考えを深めること。

到達目標

授業の計画と準備学修

コミュニケーション論入門

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441102

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

　大衆社会としての現代とコミュニケーション−現代人の「孤独」

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

消費社会としての現代とコミュニケーション−現代人を駆り立てる「差異」と「意味」

60

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

第9回 言語は「現実」や「思考」とどのように関係するか−構造主義と言語相対主義

第7回

第8回

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

言葉の「意味」とは何か−言葉と文化の「構造」性

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

構造主義の源流−ソシュールの言語学

60

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

言語の差異性／恣意性／体系性−構造主義の基礎概念

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。
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60

第11回

第12回

第13回

言語学から記号論へ−構造主義の展開

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

構造主義以後のコミュニケーション論がかかえる問題（１）−「ほんやくコンニャク」があれば本当に「異文化理解」ができるの
か？

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

構造主義以後のコミュニケーション論がかかえる問題（２）−「言語相対主義」をめぐって

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

60

第10回

60

人工知能研究がコミュニケーション論にもたらす新たな課題（１）

60

60

第15回

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

人工知能研究がコミュニケーション論にもたらす新たな課題（２）

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

まとめ

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントに基づく講義形式。授業に関連した課題に答える機会が３回あります。

成績評価の方法
期末試験の評価（100点満点）を中心に、上記提出課題に対する評価（３回×５点＝15点満点）を加味しておこないます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）現代社会におけるコミュニケーションの特徴を理解しているか。
（２）構造主義の基礎概念や歴史的展開を理解しているか。
（３）講義内容を踏まえ、コミュニケーションとは何かという問いに対する自分なりの考えを深めることができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし

参考書
多数。授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：人間・社会・技術

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

メディア、情報、記号（２）：メディアと情報社会

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

メディア、情報、記号（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

テーマ・概要
　この授業では、メディアを、「人間」と「社会＝世界」を結びつける「技術＝モノ」と定義することで、いまや私たちの環境となってい
るメディアを広い視点から理解できるようにしていきます。メディアの展開――書物、写真、映画、テレビ、ソーシャル・メディアなど―
―を辿りながら、現代社会におけるメディアの成り立ちについて考えていきたいと思います。

　ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような
到達目標を設定します：メディアを、狭義の「マス・メディア」として捉えることにとどまらず、より広く、人間的・社会的現象として捉
えられるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア論入門

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441105

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

メディア、情報、記号（３）：メディアと記号

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

メディアとしての文字

60分

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

第9回 メディアとしての映画（１）

第7回

第8回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

メディアとしての印刷術

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

メディアとしての写真

60分

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

中間まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。
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60分

第11回

第12回

第13回

メディアとしての映画（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

メディアとしてのテレビ（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

メディアとしてのテレビ（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

60分

第10回

60分

メディアと監視社会（１）

60分

60分

第15回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

メディアと監視社会（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
講義形式で進めていきます。
また、提出されたリアクション・ペーパーは、毎回できるかぎり取りあげ、講義に組み込んでいきます。
（なお、授業内容は、展開に応じて、変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝80%、コメントシートなど＝20%（なお、出欠登録の不正に対しては、厳正に対処する。）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・授業で取り上げた各メディアの特質を理解できているか。
・各自にとって身近なメディア現象を、メディア論の観点から位置づけられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に、ありません。

テキスト
ポータルサイトを通じて随時、配布していきます。

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
　　　　　　　　　　『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、２０１７.
その他、授業中に随時、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明する

シラバスを読み、講義の概要や授業計画、成績評価方法などを把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３章　意味に依拠し、法制度に対置される社会――ウェーバーの社会学

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

１章　社会学とはこういうものだ――はじめに
２章　近代の成立と社会学の誕生――マルクスによる資本主義社会の解明

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

テーマ・概要
社会学の歴史的な歩みをたどりながら、社会学という学問の基礎的な概念と理論について学ぶ授業である。毎回、代表的な社会学者（学
説）を取り上げ、その理論・思想を生み出した時代的背景や主な業績の内容、他の学問分野との関連などを解説していく。社会学が扱う領
域は幅広く、また、抽象的な考え方や馴染みの薄い用語が出てくることもあるため、難しいと感じる人もいるかもしれない。授業ではそれ
らをなるべく分かりやすくかつ具体的に解説することで、それぞれの受講者が「好きな社会学者」「今後のレポートや卒論に活用したい概
念・理論」に出会うきっかけを提供したい。

DP6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①社会学の主要な概念と理論を修得する。
②さまざまな学説を社会学全体の流れの中で位置づけ、その特徴と意義を説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会学史

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441107

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４章　社会的な共同性は実在する――デュルケムの社会学

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

５章　人々の相互作用から見えてくる社会――ジンメルの社会学

60

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

第9回 １０章　社会システム論のゆらぎ――パーソンズからルーマンへ

第7回

第8回

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

６章　シカゴとコロンビアの結婚――実証主義の社会学

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

７章　モダンの集大成――パーソンズの社会学
８章　「社会構造」はどこにあるのか――現象学的社会学の挑戦

60

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

９章　日常的な世界の成り立ちをとらえる視座――意味学派の可能性

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。
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60

第11回

第12回

第13回

１１章　マルクスを越えて――ハーバーマスの苦悩

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

１２章　集合表象から「ハビトゥス」へ――ブルデューの試み

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

１３章　人びとの社会的結びつきを取り戻す――コミュニティからネットワークへ

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

60

第10回

60

１４章　社会に対する国家の関与――フーコーとギデンズ

60

60

第15回

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。 60

到達度確認テスト

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

到達度確認テストの解説・質疑応答
全体のとりまとめ

テキストや配布資料を読み直し、社会学の基本的な考え方を身につけておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式をとる。毎回、テキストの該当部分を事前に読み込んだ上で授業に臨むこと。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況：30％）、到達度確認テスト（70％）
到達度確認テストは論述形式で行い、授業で取り上げた概念や理論の説明・考察を求める問題を出題する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
現代社会学科の1年生必修科目（現代社会入門・社会学入門・コミュニケーション論入門など）の内容を身につけておくと、授業内容を理
解しやすい。

テキスト
『ブリッジブック社会学（第2版）』、玉野和志編、信山社、2400円＋税、ISBN-10: 4797223529

参考書
『社会学の歴史Ⅰ――社会という謎の系譜』、奥村隆、有斐閣、1900円＋税、ISBN 978-4-641-22039-3
『クロニクル社会学――人と理論の魅力を語る』。那須寿、有斐閣、2100円＋税、ISBN-10: 4641120412

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

少年少女雑誌の歴史をどのようにとらえたらよいのか

【復習】配布プリントと参考文献を読み直す 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

少年雑誌から少年少女雑誌へ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

作文投稿雑誌から少年雑誌へ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

テーマ・概要
本講義では、さまざまなメディアの歴史を一つひとつ丹念に読み解きながら、メディアそのものの独自性に固執することなく、むしろその
メディアを取り囲んでいる社会的な文脈にこそ目を向け、日本社会の歴史的な動向を把握していくことにしたい。さまざまなメディアがど
のような社会のなかでどのように創出されてきたのか。また、メディアはどのような社会的現象を創出してきたのか。このような問いに取
り組んでいく。そして、歴史資料を読み解くなかで、メディアが、階級、ジェンダーなどの社会的カテゴリーを創出するプロセスを把握す
る。また、同時に、そのような社会的カテゴリーの生成とともに新たなメディアが生み出されるプロセスをとらえる。このような作業を繰
り返すことによって、メディアは決して社会と切り離された存在ではないことを確認し、メディアというフィルターを通して社会そのもの
を読み解いていきたい。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
  社会の「常識」や、社会現象やメディアの定型的な語りから脱し、さまざまな視点から社会現象やメディアを捉えられるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア史入門

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441108

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

『少年世界』『少女世界』から『日本少年』『少女の友』へ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

『日本少年』『少女の友』の少年少女詩の差異

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第9回 『日本少年』の変化（１）

第7回

第8回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

『日本少年』『少女の友』の投書欄の差異

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

『少女の友』の変化（１）

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

『少女の友』の変化（２）

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す
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90

第11回

第12回

第13回

『日本少年』の変化（２）

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

『日本少年』『少女の友』から『少年倶楽部』『少女倶楽部』へ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

総力戦体制下の少年少女雑誌

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第10回

90

戦前の少年少女雑誌から戦後の少年少女雑誌へ（１）

90

90

第15回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

戦前の少年少女雑誌から戦後の少年少女雑誌へ（２）

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

まとめ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。

成績評価の方法
試験（80％）、平常点（20％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

参考書
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  a

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  b

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期

- 1537 -



第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  c

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1544 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  d

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

- 1546 -



60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  e

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

- 1550 -



60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

各担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グループワークの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

グループワークの方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
幅広い関心を持った現代社会学科の学生として学んでいくにあたって、どんな分野であっても必要とされるスタディー・スキル（情報収
集、プレゼンテーション、論文・レポートの執筆の方法など）を実践的に身につけていきます。

DP3（他者との協働）およびDP5（表現力、発信力）を実現することを目標とします。具体的には、クラス内でのディスカッションを通じ
て、興味を持ったテーマについて、必要な情報を収集し、問題を立て、自分の考えを伝達できるようになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の基礎  ｆ

加藤　祐介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441201

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

グループワークの方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（１）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 レポート・論文の構成の方法（１）

第7回

第8回

各担当教員が初回授業時に説明します

ディスカッションの方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します 60

ディスカッションの方法（３）

60

各担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

- 1554 -



60

第11回

第12回

第13回

レポート・論文の構成の方法（２）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の構成の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

レポート・論文の執筆の方法（１）

各担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

レポート・論文の執筆の方法（２）

60

60

第15回

各担当教員が初回授業時に説明します 60

レポート・論文の執筆の方法（３）

各担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

各担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで場所や時間を周知します。教員によっては授業終了時に教室で受け付けたり、随時、電子メールで受け付けるなどしま
す。詳しくは各担当教員が初回授業時に説明します。

授業の方法
授業ごとに設定された課題について、それぞれの学生の成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」で、アプリケーションソフトの使い方などを身につけ、その知識を活用できるようにしてください。

テキスト
適宜、各担当教員が指示します。

参考書
適宜、各担当教員が指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期

- 1557 -



第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

- 1558 -



60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

- 1562 -



60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ｂ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ｂ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ｃ

渡邉　悟史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ｃ

渡邉　悟史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1580 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ｄ

飯塚　邦彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ｄ

飯塚　邦彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ｅ

石堂　彰彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ｅ

石堂　彰彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

社会学の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

社会学の代表的文献を読む（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
1年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、社会学やメディア研究の代表的文献を読む作業を通じて論文における問いの立て方や議論の進め方を学び、引用や参照
を交えた体系的な文章を執筆できる能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法Ｉ ｆ

金崎　一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会学の代表的文献を読む（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 研究テーマを決める（1）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

メディア研究の代表的文献を読む（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

メディア研究の代表的文献を読む（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

研究テーマを決める（2）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

先行研究をレビューする（2）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

先行研究をレビューする（3）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

先行研究をレビューする（4）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されない

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

参考書
各担当教員が適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

問いを立てる、仮説を設定する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

問いを立てる、仮説を設定する（1）

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
１年次に「フレッシャーズ・セミナー」および「現代社会研究の基礎」で学んだスタディー・スキルをさらに発展させ、現代社会について
考察する力と、考察した結果をレポートや論文、口頭発表などの形で表現する力を実践的に身につけていきます。

ＤＰ６（文化現象の総合的理解）およびＤＰ８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現することを目的とし
ます。具体的には、１・２年次で学んだスタディ・スキルの集大成として、グループごとに研究テーマを設定し、現代社会学科卒業論文の
形式にそって共同論文を完成させることで、卒業論文の執筆に取り組む能力を得ます。

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究の方法II ｆ

金崎　一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251441203

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問いを立てる、仮説を設定する（3）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（1）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 原稿を執筆する（4）

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（2）

担当教員が初回授業時に説明します 60

原稿を執筆する（3）

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

中間まとめ

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

原稿を執筆する（5）

担当教員が初回授業時に説明します

原稿を執筆する（6）

担当教員が初回授業時に説明します

論文内容をプレゼンテーションする（1）

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

論文内容をプレゼンテーションする（2）

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

論文内容をプレゼンテーションする（3）

担当教員が初回授業時に説明します

まとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
設定された課題を通じてそれぞれの学生の理解および成果を発表・共有・確認しながら、演習形式で進めていきます。担当教員によって、
進め方、講読文献、課題などが異なります。

成績評価の方法
成績については、以下の配分で評価します：
平常点（授業への参加状況）＝40％、授業中の発言など＝30％、提出課題＝30％
期末レポート、期末試験は実施されません

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「情報基礎」、「フレッシャーズ・セミナー」、「現代社会研究の基礎」

テキスト
各担当教員が適宜指示します。

参考書
各担当教員が以下の中から適宜指示します。原則として文学部共同研究室にてコピーされます。
（社会学）ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫、デュルケーム『自殺論』中公文庫、ジンメル『ジンメ
ルコレクション』ちくま学芸文庫、マルクス・エンゲルス『共産党宣言』岩波文庫、フロム『自由からの逃走』東京創元社
（メディア研究）マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』みすず書房、ベンヤミン『複製技術時代の芸術』晶文社クラシックス、前田愛
『近代読者の成立』岩波現代文庫、リップマン『世論』岩波文庫、マーヴィン『古いメディアが新しかった時』新曜社、オング『声の文化
と文字の文化』藤原書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1604 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

4年生卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

4年生卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
【テーマ】デジタルメディア論
デジタルメディアのあり方、そしてそこから形作られる新しい社会のあり方を、特に文化運動という観点から考えます。

DP3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解
する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①メディア研究の方法を習得することにより、論文執筆のための基礎的な力を身につける。
②理論枠組み、社会現象、調査方法の3つを組み合わせ、自分なりのやり方で研究テーマにアプローチできるようになる（基礎段階）。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21H51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

4年生卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

4年生卒論構想発表

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 ワークショップ

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

文献講読ガイダンス

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ワークショップ

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ワークショップ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

文献講読

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

文献講読

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

文献講読

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

文献講読

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

文献講読

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

文献講読

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回

- 1607 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は発表中心に進めます。後半は講読中心に進めます。担当者が報告し、全員で議論します。なお、展開に応じて授業内容が変更される
ことがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）：50％、報告発表：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究計画書の書き方

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論テーマ相談会

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
【テーマ】デジタルメディア論
デジタルメディアのあり方、そしてそこから形作られる新しい社会のあり方を、特に文化運動という観点から考えます。

DP3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解
する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①メディア研究の方法を習得することにより、論文執筆のための実践的な力を身につける。
②理論枠組み、社会現象、調査方法の3つを組み合わせ、自分なりのやり方で研究テーマにアプローチできるようになる（実践段階）。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21H51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒論テーマ相談会

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

調査法ガイダンス

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 ワークショップ

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論テーマ相談会

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ワークショップ

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ワークショップ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

研究計画発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

研究計画発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

研究計画発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

研究計画発表

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

4年生卒論発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

4年生卒論発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は懇談中心に進めます。後半は発表中心に進めます。担当者が報告し、全員で議論します。なお、展開に応じて授業内容が変更される
ことがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）：50％、報告発表：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
報告と討議を繰り返しながら、卒業論文執筆のための諸作業を進めます。

DP3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解
する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
研究計画書に沿って卒業論文執筆のための諸作業を進める。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

卒論構想発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論構想発表

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 卒論作業

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論の書き方

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論の書き方

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論作業

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論作業

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論作業

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

卒論進捗報告

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回

- 1615 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
報告と討議を繰り返しながら進めます。担当者が報告し、全員で議論します。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）：50％、報告発表：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
報告と討議を繰り返しながら、卒業論文を完成させます。

DP3（他者との協働）、5（表現力、発信力）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解
する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
卒業論文を完成させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ａ

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒論進捗報告

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論作業

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 卒論チェック＆フィードバック

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論作業

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論プレ提出

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論チェック＆フィードバック

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

卒論チェック＆フィードバック

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論内容チェック締め切り

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論形式チェック締め切り

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

卒論振り返り

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

卒論発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

卒論発表

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
報告と討議を繰り返しながら進めます。担当者が報告し、全員で議論します。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況）：50％、報告発表：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（授業の概要、必要な予備知識等についての説明）、発表の分担決定

シラバスの内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト担当部分の発表

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

スポーツ社会学的研究の諸様式

スポーツ社会学の視点について理解を深め、次回以降の発表に活かすための考察をする。 60

テーマ・概要
本演習の学修において主に対象とするのは、社会的文化的現象としてのスポーツ・身体文化・「からだ」にかかわる多様なふるまいであ
る。スポーツや身体をめぐる諸現象は、わたしたちの社会で多くの人びとが共有する価値観や認識のあり方を反映する一方で、新たな価値
観や認識の形成にもかかわっている。現代社会の諸問題がスポーツや身体をめぐる具体的現象において、どのように立ちあらわれるのか。
スポーツあるいは「からだ」がもつ社会的文化的意味とは何か。こうした問いを共有しながら、多様な事例をとりあげて考察・議論する。

①ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができる。
②現代社会の諸問題とスポーツとのかかわりや、スポーツや身体に付与された社会・文化的意味について理解することができる。
③各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができる。
④スポーツや身体文化の諸現象をとらえる視点や方法論に関する知識を習得することができる。
以上４点を到達目標とし、とくにDP３（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）DP７（問題発見能力お
よび多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現を目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｂ

稲葉　佳奈子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21H51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキスト担当部分の発表

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

テキスト担当部分の発表

60

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。 60

第9回 テキスト担当部分の発表とディスカッションの運営

第7回

第8回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

テキスト担当部分の発表

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論のまとめと振り返り、次回以降の分担決定

60

これまでの発表全体を振り返り、課題を把握し、課題改善について考察する。 60

映画にみられるスポーツの諸問題

映画の内容と授業で議論したことについて振り返り、自己の考察を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

テキスト担当部分の発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

テキスト担当部分の発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

テキスト担当部分の発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

60

第10回

60

発表と議論のまとめと振り返り

60

60

第15回

これまでの発表と議論の全体的な課題、および自己の発表の課題をふまえ、課題改善に向けた考察をす
る。

60

研究テーマの検討

自己の興味関心を研究テーマに発展させるための予備考察をする。

まとめ

これまで学修したことをすべて把握しレポート作成に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストとして定めた基本的な文献を読み、レジュメにまとめ、発表や議論をする。
各回2〜3名が発表を担当し、発表者以外が司会などの進行・運営役を担当する。
発表の内容について参加者全員で議論する。

成績評価の方法
発表内容（40％）、議論・運営への参加度（40％）、レポート（20％）の評価をもとにして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができているか
・授業内容を理解し、スポーツや身体文化に関する学問的知識を習得することができているか。
・各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし現代社会学科における既修科目を通して社会学的な視点および基礎知識を習得していることが望ましい。

テキスト
ゼミ生の興味関心をふまえて決定する。

参考書
ゼミ生の興味関心を考慮しながら適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（課題レポートについての発表、次回以降の発表の分担決定）

課題レポートの発表準備をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマに関連する文献についての発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

研究テーマと関連文献の検討

授業での検討を受け、自己の研究テーマおよび関連文献について考察を深める。 60

テーマ・概要
本演習の学修において主に対象とするのは、社会的文化的現象としてのスポーツ・身体文化・「からだ」にかかわる多様なふるまいであ
る。スポーツや身体をめぐる諸現象は、わたしたちの社会で多くの人びとが共有する価値観や認識のあり方を反映する一方で、新たな価値
観や認識の形成にもかかわっている。現代社会の諸問題がスポーツや身体をめぐる具体的現象において、どのように立ちあらわれるのか。
スポーツあるいは「からだ」がもつ社会的文化的意味とは何か。こうした問いを共有しながら、多様な事例をとりあげて考察・議論する。

①ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができる。
②現代社会の諸問題とスポーツとのかかわりや、スポーツや身体に付与された社会・文化的意味について理解することができる。
③各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができる。
④スポーツや身体文化の諸現象をとらえる視点や方法論に関する知識を習得することができる。
以上４点を到達目標とし、とくにDP３（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）DP７（問題発見能力お
よび多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現を目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｂ

稲葉　佳奈子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21H51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマに関連する文献についての発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

研究テーマに関連する文献についての発表とディスカッションの運営

60

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。 60

第9回 先行研究の批判的検討に関する発表とディスカッションの運営

第7回

第8回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究テーマに関連する文献についての発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論のまとめと振り返り、次回以降の分担決定

60

これまでの発表全体を振り返り、課題を把握し、課題改善について考察する。 60

映画にみられるスポーツの諸問題

映画の内容と授業で議論したことについて振り返り、自己の考察を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

先行研究の批判的検討に関する発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

先行研究の批判的検討に関する発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

先行研究の批判的検討に関する発表とディスカッションの運営

発表の準備をする。発表内容や議論をふまえて自己の考察を深める。運営の課題を把握する。

60

第10回

60

発表と議論のまとめと振り返り

60

60

第15回

これまでの発表と議論の全体的な課題、および自己の発表の課題をふまえ、課題改善に向けた考察をす
る。

60

研究テーマと研究計画の検討

自己の興味関心を研究テーマに発展させるための予備考察をする。

まとめ

これまで学修したことをすべて把握しレポート作成に備える。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各自の研究テーマに関連する文献を読み、レジュメにまとめ、発表や議論をする。
各回2〜3名が発表を担当し、発表者以外が司会などの進行・運営役を担当する。
発表の内容について参加者全員で議論する。

成績評価の方法
発表内容（40％）、議論・運営への参加度（40％）、レポート（20％）の評価をもとにして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができているか
・授業内容を理解し、スポーツや身体文化に関する学問的知識を習得することができているか。
・各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし現代社会学科における既修科目を通して社会学的な視点および基礎知識を習得していることが望ましい。

テキスト
ゼミ生の興味関心をふまえて決定する。

参考書
ゼミ生の興味関心を考慮しながら適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス（授業の概要、必要な予備知識等についての説明）、発表の分担決定

シラバスの内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究発表（先行研究の検討）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

スポーツ社会学的研究の諸様式

スポーツ社会学の視点について理解を深め、次回以降の発表に活かすための考察をする。 60

テーマ・概要
本演習の学修において主に対象とするのは、社会的文化的現象としてのスポーツ・身体文化・「からだ」にかかわる多様なふるまいであ
る。スポーツや身体をめぐる諸現象は、わたしたちの社会で多くの人びとが共有する価値観や認識のあり方を反映する一方で、新たな価値
観や認識の形成にもかかわっている。現代社会の諸問題がスポーツや身体をめぐる具体的現象において、どのように立ちあらわれるのか。
スポーツあるいは「からだ」がもつ社会的文化的意味とは何か。こうした問いを共有しながら、多様な事例をとりあげて考察・議論する。

①ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができる。
②現代社会の諸問題とスポーツとのかかわりや、スポーツや身体に付与された社会・文化的意味について理解することができる。
③各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができる。
④スポーツや身体文化の諸現象をとらえる視点や方法論に関する知識を習得することができる。
以上４点を到達目標とし、とくにDP３（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）DP７（問題発見能力お
よび多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現を目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｂ

稲葉　佳奈子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

研究発表（先行研究の検討）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

研究発表（調査計画の検討）

60

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

第9回 研究発表（調査結果と分析）

第7回

第8回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究発表（調査計画の検討）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論のまとめと振り返り

60

これまでの発表全体を振り返り、課題を把握し、課題改善について考察する。 60

研究発表（調査結果と分析）

映画の内容と授業で議論したことについて振り返り、自己の考察を深める。
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60

第11回

第12回

第13回

研究発表（調査結果と分析）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究発表（考察・議論）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究発表（考察・議論）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

60

第10回

60

研究発表（考察・議論）

60

60

第15回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論の振り返り

これまでの議論の流れを把握し、論点の整理や課題の抽出をおこなう。

まとめ

これまで学修したことをすべて把握する。

第14回

- 1631 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各自の関心にそった研究テーマを定め、進捗状況をレジュメにまとめ、発表や議論をする。
各回2〜3名が発表を担当し、発表者以外が司会などの進行・運営役を担当する。
発表の内容について参加者全員で議論する。

成績評価の方法
発表内容（40％）、議論・運営への参加度（40％）、レポート（20％）の評価をもとにして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができているか。
・授業内容を理解し、スポーツや身体文化に関する学問的知識を習得することができているか。
・各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし現代社会学科における既修科目を通して社会学的な視点および基礎知識を習得していることが望ましい。

テキスト
ゼミ生の興味関心をふまえて決定する。

参考書
ゼミ生の興味関心を考慮しながら適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、発表の分担決定

シラバスの内容を把握する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究発表（調査結果と分析）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

スポーツ社会学的研究の諸様式

スポーツ社会学の視点について理解を深め、次回以降の発表に活かすための考察をする。 60

テーマ・概要
本演習の学修において主に対象とするのは、社会的文化的現象としてのスポーツ・身体文化・「からだ」にかかわる多様なふるまいであ
る。スポーツや身体をめぐる諸現象は、わたしたちの社会で多くの人びとが共有する価値観や認識のあり方を反映する一方で、新たな価値
観や認識の形成にもかかわっている。現代社会の諸問題がスポーツや身体をめぐる具体的現象において、どのように立ちあらわれるのか。
スポーツあるいは「からだ」がもつ社会的文化的意味とは何か。こうした問いを共有しながら、多様な事例をとりあげて考察・議論する。

①ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができる。
②現代社会の諸問題とスポーツとのかかわりや、スポーツや身体に付与された社会・文化的意味について理解することができる。
③各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができる。
④スポーツや身体文化の諸現象をとらえる視点や方法論に関する知識を習得することができる。
以上４点を到達目標とし、とくにDP３（他者との協働）、DP５（表現力、発信力）、DP６（文化現象の総合的理解）DP７（問題発見能力お
よび多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の実現を目指す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｂ

稲葉　佳奈子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究発表（調査結果と分析）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

研究発表（調査結果と分析）

60

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

第9回 研究発表（考察・議論）

第7回

第8回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究発表（調査結果と分析）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論のまとめと振り返り

60

これまでの発表全体を振り返り、課題を把握し、課題改善について考察する。 60

研究発表（考察・議論）

映画の内容と授業で議論したことについて振り返り、自己の考察を深める。

- 1634 -



60

第11回

第12回

第13回

研究発表（考察・議論）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究発表（考察・議論）

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

研究成果発表

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。

60

第10回

60

研究成果発表

60

60

第15回

発表の準備をする。発表内容と議論をふまえて自己の考察を深める。 60

発表と議論の振り返り

これまでの議論の流れを把握し、論点の整理や課題の抽出をおこなう。

まとめ

これまで学修したことをすべて把握する。

第14回

- 1635 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
各自の関心にそった研究テーマを定め、進捗状況をレジュメにまとめ、発表や議論をする。
各回2〜3名が発表を担当し、発表者以外が司会などの進行・運営役を担当する。
発表の内容について参加者全員で議論する。

成績評価の方法
発表内容（40％）、議論・運営への参加度（40％）、レポート（20％）の評価をもとにして、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・ものごとを学問的に追究する態度を身につけることができているか。
・授業内容を理解し、スポーツや身体文化に関する学問的知識を習得することができているか。
・各テーマについて学問的根拠にもとづいて考察し、論理的に表現することができているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。ただし現代社会学科における既修科目を通して社会学的な視点および基礎知識を習得していることが望ましい。

テキスト
ゼミ生の興味関心をふまえて決定する。

参考書
ゼミ生の興味関心を考慮しながら適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ジェンダーとメディアの歴史を学ぶために

初回授業時に説明します 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本的文献に関する報告（２）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（１）

初回授業時に説明します 90

テーマ・概要
このゼミでは、「近現代日本のメディアが、どのようなジェンダーにかんするイメージを作り出してきたか」について考察します。たとえ
ば、「夫は仕事、妻は家事・育児・介護を担わなければならない」という性別役割分業、「恋愛によって結婚するべきである」という恋愛
と結婚にかんするイデオロギー、「母親は父親以上に子どもをかわいがらなければならない」という母性愛にかんする規範など。このよう
なジェンダーにかんするルールは、近代社会が生み出したものだといわれています。逆にいうと、近世社会では、そのようなルールはな
かったといわれています。このようなルールを人びとにわかりやすく、かつ魅力的な形で広めたのが、新聞、雑誌などのメディアなので
す。メディアの作り出すジェンダーのイメージをあきらかにすることは、わたしたちを取り巻いているジェンダーのイメージをあきらかに
することにつながるといえます。
　わたしたちは、ふだん、なにげなく、ジェンダーにかんするルールにしたがって、行動しています。「女子はお手伝いをしなければなら
ない」「男子は涙してはならない」など。このゼミでは、このようなジェンダーのルールが、どのようにして生まれたのか、そこにメディ
アがどのようにかかわってきたのかを、あきらかにしていくことをめざします。そして、わたしたちが「常識」だと思い込んでいるジェン
ダーのルールが、はたして「常識」なのかどうかを考えていきます。そして、わたしたちの「常識」が決して「常識」ではないことをあき
らかにしていきます。すなわち、さまざまな社会現象を相対化する視点を獲得していきます。
また、メディアが作り出してきたジェンダーのルールを明らかにする方法として、メディア（雑誌、新聞など）の内容分析、作品分析、イ
ンタビュー調査、フィールドワーク調査を学び、実践していきます。

ＤＰ３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者
を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
  社会を歴史的な視点からとらえられるようになる。
   その結果、社会に関する固定的なイメージを捨て去ることができ、社会をさまざまな視点から把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｃ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21I51441204

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基本的文献に関する報告（３）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（４）

90

初回授業時に説明します 90

第9回 基本的文献に関する報告（８）

第7回

第8回

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（５）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（６）

90

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（７）

初回授業時に説明します

- 1638 -



90

第11回

第12回

第13回

基本的文献に関する報告（９）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１０）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１１）

初回授業時に説明します

90

第10回

90

基本的文献に関する報告（１２）

90

90

第15回

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（１３）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１４）

初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。40％）、平常点（30％）、議論への貢献度（30％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ジェンダーとメディアの歴史を学ぶために

初回授業時に説明します 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマに関連する文献についての報告（２）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（１）

初回授業時に説明します 90

テーマ・概要
　このゼミでは、「近現代日本のメディアが、どのようなジェンダーにかんするイメージを作り出してきたか」について考察します。たと
えば、「夫は仕事、妻は家事・育児・介護を担わなければならない」という性別役割分業、「恋愛によって結婚するべきである」という恋
愛と結婚にかんするイデオロギー、「母親は父親以上に子どもをかわいがらなければならない」という母性愛にかんする規範など。このよ
うなジェンダーにかんするルールは、近代社会が生み出したものだといわれています。逆にいうと、近世社会では、そのようなルールはな
かったといわれています。このようなルールを人びとにわかりやすく、かつ魅力的な形で広めたのが、新聞、雑誌などのメディアなので
す。メディアの作り出すジェンダーのイメージをあきらかにすることは、わたしたちを取り巻いているジェンダーのイメージをあきらかに
することにつながるといえます。
　わたしたちは、ふだん、なにげなく、ジェンダーにかんするルールにしたがって、行動しています。「女子はお手伝いをしなければなら
ない」「男子は涙してはならない」など。このゼミでは、このようなジェンダーのルールが、どのようにして生まれたのか、そこにメディ
アがどのようにかかわってきたのかを、あきらかにしていくことをめざします。そして、わたしたちが「常識」だと思い込んでいるジェン
ダーのルールが、はたして「常識」なのかどうかを考えていきます。そして、わたしたちの「常識」が決して「常識」ではないことをあき
らかにしていきます。すなわち、さまざまな社会現象を相対化する視点を獲得していきます。
また、メディアが作り出してきたジェンダーのルールを明らかにする方法として、メディア（雑誌、新聞など）の内容分析、作品分析、イ
ンタビュー調査、フィールドワーク調査を学び、実践していきます。

ＤＰ３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者
を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
  社会を歴史的な視点からとらえられるようになる。
   その結果、社会に関する固定的なイメージを捨て去ることができ、社会をさまざまな視点から把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｃ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21I51441205

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマに関連する文献についての報告（３）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（４）

90

初回授業時に説明します 90

第9回 研究テーマに関連する文献についての報告（８）

第7回

第8回

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（５）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（６）

90

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（７）

初回授業時に説明します

- 1642 -



90

第11回

第12回

第13回

研究テーマに関連する文献についての報告（９）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１０）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１１）

初回授業時に説明します

90

第10回

90

研究テーマに関連する文献についての報告（１２）

90

90

第15回

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（１３）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１４）

初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。40％）、平常点（30％）、議論への貢献度（30％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

子ども・若者文化とメディアの歴史を学ぶために

初回授業時に説明します 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本的文献に関する報告（２）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（１）

初回授業時に説明します 90

テーマ・概要
このゼミでは、「近現代のメディアによって、どのような若者文化が生まれてきたのか（いるのか）」をあきらかにします。メディアは、
たとえば、「男子はたくましく、女子はかわいらしく振る舞わなければならない」など、さまざまなイメージを作り出し、広めていきま
す。一方、読者は、ときにこのメディアのイメージを受け入れ、ときに批判します。そして、読者は、そのメディアのイメージを利用し
て、独自の文化を作っていきます。それが子ども文化となり、若者文化となっていきます。たとえば、近代日本では、少女たちが少女雑誌
の投稿欄を利用して、コミュニティを作っていました（今田絵里香『「少女」の社会史』勁草書房）。また、現代のアメリカでは、少女た
ちがガール・ジンという手作りのメディアを作り、雑誌、テレビなど、大人たちのメディアのイメージに抵抗したり、逆に利用したりし
て、コミュニティを作ってきました（アリスン・ピープマイヤー『ガール・ジン』太田出版）。このような若者文化についてあきらかにし
ていきます。
　この作業をとおして、わたしたちの「常識」がどのように作られていくのかをあきらかにしていきます。そして、わたしたちの「常識」
が決して「常識」ではないことを示していきます。すなわち、さまざまな社会現象を相対化する視点を獲得していきます。
　また、メディアをもとにした若者文化をあきらかにする方法として、メディア（雑誌、新聞など）の内容分析、作品分析、インタビュー
調査、フィールドワーク調査を学び、実践していきます。

ＤＰ３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者
を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
  社会を歴史的な視点からとらえられるようになる。
  その結果、社会に関する固定的なイメージを捨て去ることができ、社会をさまざまな視点から把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｄ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21I51441204

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基本的文献に関する報告（３）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（４）

90

初回授業時に説明します 90

第9回 基本的文献に関する報告（８）

第7回

第8回

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（５）

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（６）

90

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（７）

初回授業時に説明します
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90

第11回

第12回

第13回

基本的文献に関する報告（９）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１０）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１１）

初回授業時に説明します

90

第10回

90

基本的文献に関する報告（１２）

90

90

第15回

初回授業時に説明します 90

基本的文献に関する報告（１３）

初回授業時に説明します

基本的文献に関する報告（１４）

初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。40％）、平常点（30％）、議論への貢献度（30％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

子ども・若者文化とメディアの歴史を学ぶために

初回授業時に説明します 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマに関連する文献についての報告（２）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（１）

初回授業時に説明します 90

テーマ・概要
　このゼミでは、「近現代のメディアによって、どのような若者文化が生まれてきたのか（いるのか）」をあきらかにします。メディア
は、たとえば、「男子はたくましく、女子はかわいらしく振る舞わなければならない」など、さまざまなイメージを作り出し、広めていき
ます。一方、読者は、ときにこのメディアのイメージを受け入れ、ときに批判します。そして、読者は、そのメディアのイメージを利用し
て、独自の文化を作っていきます。それが子ども文化となり、若者文化となっていきます。たとえば、近代日本では、少女たちが少女雑誌
の投稿欄を利用して、コミュニティを作っていました（今田絵里香『「少女」の社会史』勁草書房）。また、現代のアメリカでは、少女た
ちがガール・ジンという手作りのメディアを作り、雑誌、テレビなど、大人たちのメディアのイメージに抵抗したり、逆に利用したりし
て、コミュニティを作ってきました（アリスン・ピープマイヤー『ガール・ジン』太田出版）。このような若者文化についてあきらかにし
ていきます。
　この作業をとおして、わたしたちの「常識」がどのように作られていくのかをあきらかにしていきます。そして、わたしたちの「常識」
が決して「常識」ではないことを示していきます。すなわち、さまざまな社会現象を相対化する視点を獲得していきます。
　また、メディアをもとにした若者文化をあきらかにする方法として、メディア（雑誌、新聞など）の内容分析、作品分析、インタビュー
調査、フィールドワーク調査を学び、実践していきます。

ＤＰ３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者
を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定する。
  社会を歴史的な視点からとらえられるようになる。
   その結果、社会に関する固定的なイメージを捨て去ることができ、社会をさまざまな視点から把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｄ

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21I51441205

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

研究テーマに関連する文献についての報告（３）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（４）

90

初回授業時に説明します 90

第9回 研究テーマに関連する文献についての報告（８）

第7回

第8回

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（５）

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（６）

90

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（７）

初回授業時に説明します
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90

第11回

第12回

第13回

研究テーマに関連する文献についての報告（９）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１０）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１１）

初回授業時に説明します

90

第10回

90

研究テーマに関連する文献についての報告（１２）

90

90

第15回

初回授業時に説明します 90

研究テーマに関連する文献についての報告（１３）

初回授業時に説明します

研究テーマに関連する文献についての報告（１４）

初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。40％）、平常点（30％）、議論への貢献度（30％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
　成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料の内容をもう一度確認し、授業の進め方やスケジュールについて確実に理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

演習を進めていく上での基本的知識の共有（２）

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。 60

演習を進めていく上での基本的知識の共有（１）

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。 60

テーマ・概要
　情報のパーソナライズが私たちのコミュニケーションや社会のあり方におよぼす影響に関する議論が盛んになっています。サーチエンジ
ンでの検索履歴やウェブサイトの閲覧履歴、FacebookやTwitter上でのつながりやクリック履歴などに基づき、「どのサイトを検索結果の
上位に表示するか」、「ニュースフィードにどのニュースを流すか」、「どのような広告を表示するか」などをＡＩやビッグデータ分析な
どの手法を用いて調節する情報のパーソナライズは、膨大な情報の海をただよう私たちにとっての羅針盤であり、欠かすことのできない技
術です。その一方、情報のパーソナライズは私たちを取り巻く環境から「関心のない情報」を排除し、しかも情報の排除がおこなわれてい
ることに私たちが気づかない／気づけないような状況を作り出しています。「すぐ隣にいる人であっても見ている風景が違う」、「そもそ
も他人が自分と同じ風景を見ているのか違う風景を見ているのかが分からない」現代社会において、私たちが直面しつつある課題について
考えます。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を達成するため、次の３点を到達目標とします。
（１）情報のパーソナライズをめぐる議論を、これまでおこなわれてきたコミュニケーション研究、メディア研究の文脈の中に位置づけて
理解する。
（２）情報のパーソナライズをめぐる議論を、その歴史的・社会的背景と関連づけながら批判的に捉え直す。
（３）自分が理解し、考察したことを、口頭での議論や文章を通じてお互いに表現し合い、それを踏まえて自分の考えを反省的に振り返
り、練り上げていく。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｅ

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21J51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

演習を進めていく上での基本的知識の共有（３）

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。 60

文献の講読（１）

９０

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

９０

第9回 文献の講読（５）

第7回

第8回

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

文献の講読（２）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

９０

文献の講読（３）

９０

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

９０

文献の講読（４）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。
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９０

第11回

第12回

第13回

文献の講読（６）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

文献の講読（７）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

文献の講読（８）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

９０

第10回

９０

文献の講読（９）

９０

９０

第15回

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

９０

文献の講読（１０）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

文献の講読（１１）

課題文献を読んだ上で発表資料を用意し、指定した期日までにポータルサイトにアップする。また、授
業前に他の履修者の発表資料に目を通しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者は毎回、課題文献を批判的にレビューした発表資料を用意し、指定期日までにポータルサイトにアップします。その上で他の履修者
の発表資料を読んで授業に臨み、他の参加者と議論を交わします。

成績評価の方法
（１）平常点（授業への参加状況）（40％）、（２）発表資料（30％）、（３）議論への貢献度（30％）に基づき評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）文献を的確に読解・理解しているか。
（２）（１）に基づき、自分なりの視点から批判的な考察をおこなっているか。
（３）自分が考察・理解したことを的確に表現するための努力・工夫が見られるか。
（４）自分の考えと他者の考えを関連づけることによって自分の議論を練り上げようとする努力・工夫が見られるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、コミュニケーション論入門

テキスト
必要に応じてコピーを配布します。

参考書
鹿島茂『勝つための論文の書き方』文春新書、など。授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料の内容をもう一度確認し、授業の進め方やスケジュールについて確実に理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマ・文献調査状況発表

さらに先行研究の調査を進め、小論文のテーマ／目次／概要を発表資料の形にまとめる。 60

文献の集め方・論文のテーマの決め方

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。　小論文の研究テーマを定め、
データベースを用いて先行研究の検索をおこなう。

60

テーマ・概要
前期に学んだスタディスキルをさらに磨きながら、小論文を仕上げていきます。

　DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に
伝達する能力）を達成するため、次の２点を到達目標とします。
（１）論文のテーマを定める／先行研究を精査する／論文の問いを設定する／論文の構成を考える／論理的に文章を展開する、といった卒
業論文執筆に必要な一連のステップを一通り経験し、自分の得意な作業／苦手な作業を把握する。
（２）苦手な作業については「なぜ、それが苦手なのか」を自己分析することで、卒業論文執筆に備える。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｅ

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21J51441205

3 2019年度 後期

- 1657 -



第4回

第5回

第6回

論文のテーマ／目次／概要発表

発表に対する感想・コメントを踏まえ、必要に応じて論文のテーマ／目次／概要に修正を加える。 60

中間発表（１）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

第9回 中間発表（４）

第7回

第8回

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

中間発表（２）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

中間発表（３）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

論文の体裁の整え方

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。
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60

第11回

第12回

第13回

中間発表（５）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

中間発表（６）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

中間発表（７）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

60

第10回

60

中間発表（８）

60

60

第15回

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

論文発表会

発表に対する感想・コメントを踏まえ、必要に応じて論文に修正を加える。

まとめ

論文執筆作業全体を振り返り、達成できた点、できなかった点を自己分析する。達成できなかった点に
ついてはその理由についても分析し、４年次の卒業論文執筆に活かすようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　各自研究テーマを定め、「問いの設定」・「資料収集」・「資料の批判的検討」・「議論の組み立て」などの作業を段階的に進めなが
ら、最終的に小論文を完成させます。

成績評価の方法
（１）平常点（ゼミ合宿も含む参加状況）（30％）、（２）発表資料（20％）、（３）議論への貢献度（20％）、（４）小論文の内容
（30％）、の４つをもとに評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）自分の研究テーマに関連する先行研究を的確に調査・理解しているか。
（２）（１）に基づき、自分なりの視点から批判的な考察をおこなっているか。
（３）自分が考察・理解したことを的確に表現するための努力・工夫が見られるか。
（４）自分の考えと他者の考えを関連づけることによって自分の議論を練り上げようとする努力・工夫が見られるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、コミュニケーション論入門

テキスト
特になし。

参考書
鹿島茂『勝つための論文の書き方』文春新書、など。授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料の内容をもう一度確認し、授業の進め方やスケジュールについて確実に理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

研究テーマ・文献調査状況発表

さらに先行研究の調査を進め、卒業論文のテーマ・目次・概要を発表資料の形にまとめる。 60

文献の集め方、研究テーマの決め方の復習

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。　卒業論文のテーマを定め、
データベースを用いて先行研究の検索をおこなう。

60

テーマ・概要
　３年次に学んだスタディスキルをさらに磨きながら、卒業論文の完成に向けて問いを明確化し、調査・考察を進めていきます。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を達成するため、次の３点を到達目標とします。
（１）自分の研究テーマを先行研究の流れの中に位置づけ、独自の問いを立てる。
（２）立てた問いに対して説得力のある答えを導き出すため、先行研究を批判的に検討し、議論を組み立てる。
（３）自分の考えを他者に理解してもらうために文章表現を工夫し、また他者の意見を踏まえて自分の考えをより広い文脈の中に位置づけ
直す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｅ

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

論文のタイトル／目次／概要発表

発表に対する感想・コメントを踏まえ、論文のタイトル・目次・概要を固める。 60

発表（１）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

第9回 発表（４）

第7回

第8回

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

発表（２）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

発表（３）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

論文の体裁の整え方

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。

- 1662 -



60

第11回

第12回

第13回

発表（５）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

発表（６）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

発表（７）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

60

第10回

60

発表（８）

60

60

第15回

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

発表（９）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

まとめ

論文執筆作業全体を振り返り、達成できた点、できなかった点を自己分析する。達成できなかった点に
ついてはその理由についても分析し、残りの論文執筆作業に活かせるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
「問いの設定」・「資料収集」・「資料の批判的検討」・「議論の組み立て」などの作業を段階的に進めながら、発表と議論を通じて論文
を形にし、文章を練り上げていきます。

成績評価の方法
（１）平常点（ゼミ合宿も含む参加状況）（30％）、（２）発表資料の出来（４０％）、（３）議論への貢献度（３０％）に基づいて評価
します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）自分の研究テーマに関連する先行研究を的確に調査・理解しているか。
（２）（１）に基づき、自分なりの視点から批判的な考察をおこなっているか。
（３）自分が考察・理解したことを的確に表現するための努力・工夫が見られるか。
（４）自分の考えと他者の考えを関連づけることによって自分の議論を練り上げようとする努力・工夫が見られるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
鹿島茂『勝つための論文の書き方』文春新書、など。授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料の内容をもう一度確認し、授業の進め方やスケジュールについて確実に理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

発表（２）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

発表（１）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

テーマ・概要
　発表と議論を繰り返しながら、卒業論文を仕上げていきます。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝
達する能力）を達成するため、次の３点を到達目標とします。
（１）自分の研究テーマを先行研究の流れの中に位置づけ、独自の問いを立てる。
（２）立てた問いに対して説得力のある答えを導き出すため、先行研究を批判的に検討し、議論を組み立てる。
（３）自分の考えを他者に理解してもらうために文章表現を工夫し、また他者の意見を踏まえて自分の考えをより広い文脈の中に位置づけ
直す。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｅ

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

発表（３）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

発表（４）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

第9回 発表（７）

第7回

第8回

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

発表（５）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

発表（６）

60

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。 60

論文の体裁の整え方

配布資料に沿って授業で説明された事柄を復習し、確実に身につける。
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60

第11回

第12回

第13回

発表（８）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

発表（９）

発表者は発表資料をまとめる。発表者以外の者は、論文の執筆作業を進める。

論文執筆過程に関する振り返り（１）

論文執筆過程全体を振り返り、達成できた点、不十分だった点などを自己分析し、発表資料にまとめ
る。

60

第10回

60

論文執筆過程に関する振り返り（２）

60

60

第15回

論文執筆過程全体を振り返り、達成できた点、不十分だった点などを自己分析し、発表資料にまとめ
る。

60

論文発表会

発表に対する感想・コメントを踏まえ、執筆した論文についてもう一度振り返る。

まとめ

大学生活の集大成としての卒業論文執筆を終えた時点から、自分が過ごしてきた大学生活全体を振り返
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
発表資料の作成、発表、議論を繰り返しながら、卒業論文を完成させます。

成績評価の方法
（１）平常点（ゼミ合宿への参加状況も含む）（30％）、（２）発表資料（４０％）、（３）議論への貢献度（３０％）に基づき評価しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）自分の研究テーマに関連する先行研究を的確に調査・理解しているか。
（２）（１）に基づき、自分なりの視点から批判的な考察をおこなっているか。
（３）自分が考察・理解したことを的確に表現するための努力・工夫が見られるか。
（４）自分の考えと他者の考えを関連づけることによって自分の議論を練り上げようとする努力・工夫が見られるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
鹿島茂『勝つための論文の書き方』文春新書、など。授業中に指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トピック　２

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
テーマ：社会心理学

概要：このゼミでは，社会と心理がどのように関係しているのかを検討していきます．そのうえで，卒業論文の完成にむけて，作業をすす
めます．

前期のトピック：マクロ統計の検討，先行研究の検討，リサーチ・クエスチョン設定など
後期のトピック：データ収集，分析，執筆，プレゼンテーションなど

　DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，
（1）社会心理学にかんする重要な考え方を身につける．
（2）現代社会のライフスタイルやライフコースについて，メカニズムを説明できる．
（3）データ分析を通じて，社会全体の動きを把握できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｆ

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21J51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

トピック　３

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　４

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 トピック　８

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　５

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　６

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　７

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

トピック　９

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１０

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１１

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

トピック　１２

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１３

担当教員が初回授業時に説明します

授業のまとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習（ゼミ）．グループで作業し発表する

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）＝40％　授業中の発言など＝30％　提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
小林盾『ライフスタイルの社会学』東京大学出版会
小林盾『アクティブ・ラーニング入門』ハーベスト社

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トピック　２

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
テーマ：社会心理学

概要：このゼミでは，社会と心理がどのように関係しているのかを検討していきます．そのうえで，卒業論文の完成にむけて，作業をすす
めます．

前期のトピック：マクロ統計の検討，先行研究の検討，リサーチ・クエスチョン設定など
後期のトピック：データ収集，分析，執筆，プレゼンテーションなど

　DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，
（1）社会心理学にかんする重要な考え方を身につける．
（2）現代社会のライフスタイルやライフコースについて，メカニズムを説明できる．
（3）データ分析を通じて，社会全体の動きを把握できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｆ

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21J51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

トピック　３

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　４

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 トピック　８

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　５

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　６

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　７

担当教員が初回授業時に説明します

- 1674 -



60

第11回

第12回

第13回

トピック　９

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１０

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１１

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

トピック　１２

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１３

担当教員が初回授業時に説明します

授業のまとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回

- 1675 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習（ゼミ）．グループで作業し発表する

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）＝40％　授業中の発言など＝30％　提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
小林盾『ライフスタイルの社会学』東京大学出版会
小林盾『アクティブ・ラーニング入門』ハーベスト社

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トピック　２

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
テーマ：社会心理学

概要：このゼミでは，社会と心理がどのように関係しているのかを検討していきます．そのうえで，卒業論文の完成にむけて，作業をすす
めます．

前期のトピック：マクロ統計の検討，先行研究の検討，リサーチ・クエスチョン設定など
後期のトピック：データ収集，分析，執筆，プレゼンテーションなど

　DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，
（1）社会心理学にかんする重要な考え方を身につける．
（2）現代社会のライフスタイルやライフコースについて，メカニズムを説明できる．
（3）データ分析を通じて，社会全体の動きを把握できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｆ

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

トピック　３

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　４

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 トピック　８

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　５

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　６

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　７

担当教員が初回授業時に説明します

- 1678 -



60

第11回

第12回

第13回

トピック　９

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１０

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１１

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

トピック　１２

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１３

担当教員が初回授業時に説明します

授業のまとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回

- 1679 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習（ゼミ）．グループで作業し発表する

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）＝40％　授業中の発言など＝30％　提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
小林盾『ライフスタイルの社会学』東京大学出版会
小林盾『アクティブ・ラーニング入門』ハーベスト社

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1680 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トピック　２

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
テーマ：社会心理学

概要：このゼミでは，社会と心理がどのように関係しているのかを検討していきます．そのうえで，卒業論文の完成にむけて，作業をすす
めます．

前期のトピック：マクロ統計の検討，先行研究の検討，リサーチ・クエスチョン設定など
後期のトピック：データ収集，分析，執筆，プレゼンテーションなど

　DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，
（1）社会心理学にかんする重要な考え方を身につける．
（2）現代社会のライフスタイルやライフコースについて，メカニズムを説明できる．
（3）データ分析を通じて，社会全体の動きを把握できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｆ

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

トピック　３

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　４

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 トピック　８

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　５

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　６

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　７

担当教員が初回授業時に説明します

- 1682 -



60

第11回

第12回

第13回

トピック　９

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１０

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１１

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

トピック　１２

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１３

担当教員が初回授業時に説明します

授業のまとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回

- 1683 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
演習（ゼミ）．グループで作業し発表する

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）＝40％　授業中の発言など＝30％　提出課題＝30％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
小林盾『ライフスタイルの社会学』東京大学出版会
小林盾『アクティブ・ラーニング入門』ハーベスト社

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

課題論文を読んでくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献精読②

課題論文を読んでくる。 60

文献精読①

課題論文を読んでくる。 60

テーマ・概要
テーマ：ケアの社会学
身近な人から必要とされることと、自分自身のやりたいこと・やらなければならないことをどう両立させるのかは、今日の日本社会におい
て、多くの人が直面している問題である。この授業では、家族や人のつながり、働き方を切り口として、ケアの問題を考えていく。

ＤＰ２「課題の発見と解決」、ＤＰ５「表現力、発信力」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」、DP８「他者を理解する能力
および自己を他者に正確に伝達する能力」を実現するため、以下の３点を到達目標とする。
①今日の日本の社会情勢の中で、いかに、ケアをふまえた働き方が構築されつつあるのかを知る。
②２０代から３０代にかけてのキャリア形成と家族のケアをすることがどのように重なってくるのか、その時に何が難しさとして感じられ
るのかを、時代状況や他国との比較をふまえて整理し、理解する。
③自分の関心を持ったテーマについて調べ、分析し、その内容と自らの意見を他の人にもわかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｇ

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21K51441204

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文献精読③

課題論文を読んでくる。 60

フィールドワークとは

60

コーディングを行う。 90

第9回 分析①

第7回

第8回

文献を読んでくる。

フィールドワーク

フィールドノーツをまとめる。 60

インタビュー

90

インタビューの質問を考え、内容を記録する。 60

データの整理

テープ起こしを行う。

- 1686 -



90

第11回

第12回

第13回

分析②

コーディングを行う。

グループワーク①

発表についてグループ内で話し合い、発表の構成を決める。

グループワーク②

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。

90

第10回

120

グループ発表①

120

120

第15回

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。 120

グループ発表②

論文執筆に向けて文献を読む。

まとめ

論文執筆に向けて文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は、テキストの精読とレジュメを用いた発表を行う。必要に応じて、映像や記事などを見たり、実際の現場の視察と分析の仕方も学
ぶ。グループワークでは、ケアに関わるテーマを分担して調べ、グループとして発表する。４年生は、卒業論文執筆を進め、３年生は、小
論文作成に向けて準備をする。

成績評価の方法
平常点（授業での発表や議論への参加）（60％）、発表資料や論文原稿（40％）を基に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ゼミ生の関心に基づいて、読む文献を決定する。

参考書
山田昌弘，2005，『迷走する家族――戦後家族モデルの形成と解体』有斐閣．
山田昌弘・白河桃子，2008，『「婚活」時代』ディスカヴァー・トゥエンティワン．
神原文子，2010，『子づれシングル――ひとり親家族の自立と社会的支援』明石書店．など

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1688 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

参考文献について

課題論文を読んでくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

引用や注について

課題論文を読んでくる。 60

論文を読む①

課題論文の要約を作る。 60

テーマ・概要
テーマ：ケアの社会学
ケアは一生のうちで誰もが必要とするものであり、幼い時期、老いていく時期、病気の時などには、誰かのケアを受けることになる。ま
た、人が働く時には、心身の休養や栄養の摂取、衛生面の管理といった“労働力”のメンテナンスが大切になってくる。この授業では、家
族や人のつながり、働き方を切り口として、ケアの問題を考えていく。

ＤＰ２「課題の発見と解決」、ＤＰ５「表現力、発信力」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」、DP８「他者を理解する能力
および自己を他者に正確に伝達する能力」を実現するため、以下の３点を到達目標とする。
①今日の日本の社会情勢の中で、いかに、ケアをふまえた働き方が構築されつつあるのかを知る。
②２０代から３０代にかけてのキャリア形成と家族のケアをすることがどのように重なってくるのか、その時に何が難しさとして感じられ
るのかを、時代状況や他国との比較をふまえて整理し、理解する。
③自分の関心を持ったテーマについて調べ、分析し、その内容と自らの意見を他の人にもわかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｇ

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21K51441205

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期

- 1689 -



第4回

第5回

第6回

論文を読む②

課題論文の要約を作る。 60

接続詞、査読について

60

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。 90

第9回 卒業論文発表③

第7回

第8回

課題論文を読んでくる。

論文を読む③

課題論文の要約を作る。 60

卒業論文発表①

90

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。 90

卒業論文発表②

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。

- 1690 -



90

第11回

第12回

第13回

卒業論文発表④

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。

グループワーク①

発表についてグループ内で話し合い、発表の構成を決める。

グループワーク②

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。

90

第10回

120

グループ発表①

120

120

第15回

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。 120

グループ発表②

論文執筆に向けて文献を読む。

まとめ

論文執筆に向けて文献を読む。

第14回

- 1691 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は論文の書き方を勉強し、４年生は卒業論文執筆を進め、３年生は小論文作成に向けて準備をする。。グループワークでは、ゼミで提
案されたテーマを分担して調べ、グループとして発表する。

成績評価の方法
平常点（授業での発表や議論への参加）（60％）、発表資料や論文原稿（40％）を基に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ゼミ生の関心に基づいて、読む文献を決定する。

参考書
山田昌弘，2005，『迷走する家族――戦後家族モデルの形成と解体』有斐閣．
山田昌弘・白河桃子，2008，『「婚活」時代』ディスカヴァー・トゥエンティワン．
神原文子，2010，『子づれシングル――ひとり親家族の自立と社会的支援』明石書店．など

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1692 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

課題論文を読んでくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献精読②

課題論文を読んでくる。 60

文献精読①

課題論文を読んでくる。 60

テーマ・概要
テーマ：福祉の社会学
このゼミでは、人口減少、共働き、少子高齢化、街づくりといった視点から、都市や地域の活性化や空間づくり、コミュニティに焦点を当
てる。これからの時代、人々の賑わいや居心地の良さをどのように作っていけばよいのか、さまざまな事例に基づいて考えていく。

ＤＰ２「課題の発見と解決」、ＤＰ５「表現力、発信力」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」、DP８「他者を理解する能力
および自己を他者に正確に伝達する能力」を実現するため、以下の３点を到達目標とする。
①今日の時代状況において顕在化してきた問題は何かを理解する。
②自分やそのまわりの人にとっての「well-being（健康で安心し、満足できる生活状態）」、居心地の良い空間はどのように実現できるの
かを、思い浮かべられるようにする。
③自分の関心を持ったテーマについて調べ、分析し、その内容と自らの意見を他の人にもわかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｈ

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21K51441204

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期

- 1693 -



第4回

第5回

第6回

文献精読③

課題論文を読んでくる。 60

フィールドワークとは

60

コーディングを行う。 90

第9回 分析①

第7回

第8回

文献を読んでくる。

フィールドワーク

フィールドノーツをまとめる。 60

インタビュー

90

インタビューの質問を考え、内容を記録する。 60

データの整理

テープ起こしを行う。

- 1694 -



90

第11回

第12回

第13回

分析②

コーディングを行う。

グループワーク①

発表についてグループ内で話し合い、発表の構成を決める。

グループワーク②

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。

90

第10回

120

グループ発表①

120

120

第15回

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。 120

グループ発表②

論文執筆に向けて文献を読む。

まとめ

論文執筆に向けて文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は、テキストの精読とレジュメを用いた発表を行う。必要に応じて、映像や記事などを見たり、実際の現場の視察も行う。グループ
ワークでは、地域やコミュニティに関するテーマを分担して調べ、グループとして発表する。４年生は卒業論文執筆を進め、３年生は小論
文作成に向けて準備をする。

成績評価の方法
平常点（授業での発表や議論への参加）（60％）、発表資料や論文原稿（40％）を基に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ゼミ生の関心に基づいて、読む文献を決定する。

参考書
山崎亮，2011，『コミュニティデザイン――人がつながるしくみをつくる』学芸出版社．
山崎亮，2016，『縮充する日本――「参加」が創り出す人口減少社会の希望』PHP新書．など

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

参考文献について

課題論文を読んでくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

引用や注について

課題論文を読んでくる。 60

論文を読む①

課題論文の要約を作る。 60

テーマ・概要
テーマ：福祉の社会学
このゼミでは、人口減少、共働き、少子高齢化、街づくりといった視点から、都市や地域の活性化や空間づくり、コミュニティに焦点を当
てる。これからの時代、人々の賑わいや居心地の良さをどのように作っていけばよいのか、さまざまな事例に基づいて考えていく。

ＤＰ２「課題の発見と解決」、ＤＰ５「表現力、発信力」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」、DP８「他者を理解する能力
および自己を他者に正確に伝達する能力」を実現するため、以下の３点を到達目標とする。
①今日の時代状況において顕在化してきた問題は何かを理解する。
②自分やそのまわりの人にとっての「well-being（健康で安心し、満足できる生活状態）」、居心地の良い空間はどのように実現できるの
かを、思い浮かべられるようにする。
③自分の関心を持ったテーマについて調べ、分析し、その内容と自らの意見を他の人にもわかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｈ

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21K51441205

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

論文を読む②

課題論文の要約を作る。 60

接続詞、査読について

60

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。 90

第9回 卒業論文発表③

第7回

第8回

課題論文を読んでくる。

論文を読む③

課題論文の要約を作る。 60

卒業論文発表①

90

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。 60

卒業論文発表②

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。
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90

第11回

第12回

第13回

卒業論文発表④

３年生は４年生の卒論の要約をまとめ、４年生は自分の卒論について発表する。

グループワーク①

発表についてグループ内で話し合い、発表の構成を決める。

グループワーク②

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。

90

第10回

120

グループ発表①

120

120

第15回

発表の配布資料、スライド、発表のための原稿などを作成する。 120

グループ発表②

論文執筆に向けて文献を読む。

まとめ

論文執筆に向けて文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
前半は論文の書き方を勉強し、４年生は卒業論文執筆を進め、３年生は小論文作成に向けて準備をする。。グループワークでは、ゼミで提
案されたテーマを分担して調べ、グループとして発表する。

成績評価の方法
平常点（授業での発表や議論への参加）（60％）、発表資料や論文原稿（40％）を基に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
ゼミ生の関心に基づいて、読む文献を決定する。

参考書
山崎亮，2011，『コミュニティデザイン――人がつながるしくみをつくる』学芸出版社．
山崎亮，2016，『縮充する日本――「参加」が創り出す人口減少社会の希望』PHP新書．など

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

＝＝＝＝＝＝＝＝
教員からの基本的な説明と、報告担当者決めなどをおこないます。

【復習】配布された資料を読み直す。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告とディスカッション2

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション1

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

テーマ・概要
　このゼミでは、現代社会における社会的ネットワーク、社会的資源の分配と不平等、人びとの自由と主体性、コミュニティのあり方、仕
事やライフスタイル、アイデンティティ、その他の諸問題を扱います。
　これらはいずれも、現代社会の成り立ちの根幹にかかわります。そのため、このゼミでは、社会科学の基本的テキストや理論的な文献な
どで、社会学的な思考の枠組みを身につけます。2018年度は、とくに社会的ネットワークの基本文献を読む予定です。
　例えば、現代社会では、社会・経済・政治などにかかわるさまざまな資源がやりとりされています。お金や高い地位を持っている人は持
たない人より多くのことを自由におこなうことができますし、まったく持っていないなら、街で食べ物を手に入れることもできません。
　また、人びとの人間関係のネットワークは、お互いに助け合って資源の不足を補ったり、お互いに利益を得るための資源になりえます。
一方、そうした人間関係は、地域社会レベルでの信頼や安心、社会参加などにも関わってきます。
　このように、収入や財産、仕事、社会的地位や属性、資格や能力、家族関係、周囲の人間関係などは、その持ち主の境遇を大きく左右す
る資源であり、資源に恵まれているかどうかで、生き方の自由さも異なってきます。何が資源になるかは、さまざまな社会規範によって規
定されたり、人びとの共同的な意思決定によっても決まってきます。貧困や差別などで資源をもたない社会的弱者は、さまざまな困難にも
見舞われます。そのため、資源分配の公平さをめぐる社会問題や、その解決のための街づくりの試みもおこっています。
　このように、社会的資源の分配、社会規範の働き、人びとの共同性、といった社会科学の基本的な枠組みを応用しながら、ゼミのメン
バーそれぞれの研究テーマを考えていきます。

DP3（他者との共同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他
者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、以下の到達目標を設定します。

①現代社会の諸現象について、身近な経験や実感から連想するだけでなく、見知らぬ他者をも含む社会全体の状況として理解する力を身に
つける。（DP6、DP7、DP8）
②社会の構造から影響を受けつつ、他者とともに社会を作り出す行為者として、自分自身を社会の中に位置づける思考力を身につける。
（DP6、DP7、DP8）
③不平等をはじめ、さまざまな社会現象がどのように形成されるのか、いつ、なぜ問題になるのかを理解する。（DP6、DP7）
④演習メンバーでの共同研究や調査、相互の発表とそれに対する深い理解と討論などを通じて、共同で問題を発見・解決する能力、表現力
と発信力、他者の理解と自己を伝達する能力を身につける。（DP3、DP5、DP8）

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｉ

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

報告とディスカッション3

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション4

60

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

第9回 報告とディスカッション8

第7回

第8回

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション5

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション6

60

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション7

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

報告とディスカッション9

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション10

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション11

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

第10回

60

報告とディスカッション12

60

60

第15回

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション13

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

まとめ

【予習・復習】指定文献を読む。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
　前期は、社会的ネットワーク論や社会階層論および社会学の入門書、ゼミ生の興味関心にもとづく基本文献を輪読します。報告者とコメ
ンテーターの発表をもとにしながら議論します。
　後期は、各自の卒業論文のテーマに基づいて、研究計画の検討や進捗状況の報告を中心におこないます。
　卒業論文で設定するテーマは基本的に自由です。ただし、テーマへの取り組みでは、かならず社会学的な概念や理論枠組みを用いるよう
にしてください。
　どんな取り組み方が適切かは、理論的な研究、歴史資料の分析、統計的なデータ分析、あるいは自分の足による調査など、テーマについ
て学ぶなかで考えていきます。

成績評価の方法
平常点(授業への参加状況や課題の提出状況)40%、議論への貢献・授業中の発言など30%、提出課題30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　卒業論文では多くの場合、何らかの調査やデータ分析（質的・量的）をおこなうことになります。そのため、社会調査に関する科目を履
修していることが望ましいです。
　その他の予備知識はとくに必要ありませんが、各自、興味関心があるテーマについての社会学的な文献を、常日頃から読み進めておくこ
と。卒業論文のテーマは自分自身で見つけ出す必要があるからです。
　また、さまざまな社会学関連科目を事前に学んでいるとより理解が深まります（例えば、社会階層論・社会心理学・経済社会学・教育社
会学・家族社会学・労働社会学・ジェンダーの社会学など）。

テキスト
　ゼミ生と相談しながら決めますが、はじめのうちは教員から基本的な文献を指示します。
　今年は、石田光規編『郊外社会の分断と再編─つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』、原田謙『社会的ネットワークと幸福感─
計量社会学でみる人間関係』などを予定しています。

参考書
稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門』
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』
小林盾ほか編『社会学入門』
筒井淳也『仕事と家族』
吉川徹『現代日本の「社会の心」』　　　　　など。
その他、参考論文や文献は必要に応じて随時指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

＝＝＝＝＝＝＝＝
教員からの基本的な説明と、報告担当者決めなどをおこないます。

自分の関心やすでに執筆中の論文について、参考文献リストを用意し、とくに重要な文献を選定します。
自らの関心に基づいて、参考文献文献リストを作成し、持参する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告とディスカッション2

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション1

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

テーマ・概要
　このゼミでは、現代社会における社会的ネットワーク、社会的資源の分配と不平等、人びとの自由と主体性、コミュニティのあり方、仕
事やライフスタイル、アイデンティティ、消費行動その他の諸問題を扱います。
　これらはいずれも、現代社会の成り立ちの根幹にかかわります。そのため、このゼミでは、社会科学の基本的テキストや理論的な文献な
どで、社会学的な思考の枠組みを身につけます。
　例えば、現代社会では、社会・経済・政治などにかかわるさまざまな資源がやりとりされています。お金や高い地位を持っている人は持
たない人より多くのことを自由におこなうことができますし、まったく持っていないなら、街で食べ物を手に入れることもできません。
　また、人びとの人間関係のネットワークは、お互いに助け合って資源の不足を補ったり、お互いに利益を得るための資源になりえます。
一方、そうした人間関係は、地域社会レベルでの信頼や安心、社会参加などにも関わってきます。
　社会的資源や人間関係の分配は、労働、経済、ジェンダー、家族、教育、福祉、地域活動など、社会生活のきわめて広い範囲にかかわ
り、人びとの暮らしやアイデンティティを左右するものです。このゼミでは、社会的資源の分配、社会規範の働き、人びとの共同性、と
いった社会科学の基本的な枠組みを応用しながら、ゼミのメンバーそれぞれの研究テーマを考えていきます。
　後期は、ゼミ生たちが自らの関心に基づいた重要文献を購読し、卒論テーマの設定と深化、執筆する卒業の論文の改善と完成へ向けた作
業をおこないます。

DP3（他者との共同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他
者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、以下の到達目標を設定します。

①現代社会の諸現象について、身近な経験や実感から連想するだけでなく、見知らぬ他者をも含む社会全体の状況として理解する力を身に
つける。（DP6、DP7、DP8）
②社会の構造から影響を受けつつ、他者とともに社会を作り出す行為者として、自分自身を社会の中に位置づける思考力を身につける。
（DP6、DP7、DP8）
③不平等をはじめ、さまざまな社会現象がどのように形成されるのか、いつ、なぜ問題になるのかを理解する。（DP6、DP7）
④演習メンバーでの共同研究や調査、相互の発表とそれに対する深い理解と討論などを通じて、共同で問題を発見・解決する能力、表現力
と発信力、他者の理解と自己を伝達する能力を身につける。（DP3、DP5、DP8）

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｉ

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告とディスカッション3

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション4

60

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

第9回 報告とディスカッション8

第7回

第8回

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション5

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション6

60

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション7

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

報告とディスカッション9

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション10

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション11

【予習】指定文献を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

第10回

60

論文執筆・研究計画作成1

60

60

第15回

【予習】教員や参加者に相談したいことをまとめておく。
すでに論文を執筆中の者は、自らの論文の改善をおこなう。
このあと論文執筆に入るものは、今後の研究計画をまとめる作業をおこなう。

60

論文執筆・研究計画作成2

【予習】教員や参加者に相談したいことをまとめておく。
すでに論文を執筆中の者は、自らの論文の改善をおこなう。
このあと論文執筆に入るものは、今後の研究計画をまとめる作業をおこなう。

まとめ

【予習・復習】論文・研究計画の仕上げをおこなう。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
後期は、各自の卒業論文のテーマに基づいた文献の講読、研究計画の検討や進捗状況の報告を中心におこないます。
　最終的には、各自の論文の執筆を進め、あるいは研究計画をまとめ、完成へ向けて改善することを目指します。
　各自の発表内容に合わせて、学外でのフィールドワークや調査が課される可能性があります。

成績評価の方法
平常点(授業への参加状況や課題の提出状況)30%、議論への貢献・授業中の発言など30%、提出課題40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
卒業論文では多くの場合、何らかの調査やデータ分析（質的・量的）をおこなうことになります。そのため、社会調査に関する科目を履修
していることが望ましいです。
　その他の予備知識はとくに必要ありませんが、各自、興味関心があるテーマについての社会学的な文献を、常日頃から読み進めておくこ
と。卒業論文のテーマは自分自身で見つけ出す必要があるからです。
　また、さまざまな社会学関連科目を事前に学んでいるとより理解が深まります（例えば、社会階層論・社会心理学・経済社会学・教育社
会学・家族社会学・労働社会学・ジェンダーの社会学など）。

テキスト
後期は、報告者の執筆する論文のために、報告者自身または教員が指定した文献を講読します。その他、社会的ネットワーク論などの基本
文献を扱う可能性があります。

参考書
ゼミ生それぞれの関心に基づいて、文献を持ち寄り、選定します。
その他、
石田光規編『郊外社会の分断と再編―つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』
小林盾ほか編『社会学入門』
筒井淳也『仕事と家族』
稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門』
吉川徹『現代日本の「社会の心」』　　　　　など。
その他、参考論文や文献は必要に応じて随時指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

＝＝＝＝＝＝＝＝
教員からの基本的な説明と、報告担当者決めなどをおこないます。

自分の関心やすでに執筆中の論文について、参考文献リストを用意し、とくに重要な文献を選定します。

自らの関心に基づいて、参考文献文献リストを作成し、持参する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

報告とディスカッション2

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション3

報告とディスカッション1

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

テーマ・概要
　このゼミでは、現代社会における社会的ネットワーク、社会的資源の分配と不平等、人びとの自由と主体性、コミュニティのあり方、仕
事やライフスタイル、アイデンティティ、消費行動、サブカルチャーその他の諸問題を扱います。
　3年生までに身につけた社会学的な思考枠組みを用いて、ゼミ生たちが自らの関心に基づいた重要文献を購読し、フィールドワークその
他の調査について報告し、卒論テーマの設定と深化、執筆する卒業論文の改善と完成へ向けた作業をおこないます。
　前期はとくに、卒論執筆の進捗報告と、相互批判を通じた改善、足りないデータの指摘と新たな調査計画の策定などを中心におこなう予
定です。

DP3（他者との共同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他
者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、以下の到達目標を設定します。

①現代社会の諸現象について、身近な経験や実感から連想するだけでなく、見知らぬ他者をも含む社会全体の状況として理解する力を身に
つける。（DP6、DP7、DP8）
②社会の構造から影響を受けつつ、他者とともに社会を作り出す行為者として、自分自身を社会の中に位置づける思考力を身につける。
（DP6、DP7、DP8）
③演習メンバーでの共同研究や、卒業論文へ向けたフィールドワークなどの調査、相互の発表と討論などを通じて、共同で問題を発見・解
決する能力、表現力と発信力、他者を理解し自己を伝達する能力を身につける。（DP3、DP5、DP8）
④卒業論文を執筆し、相互の発表と議論による改善し、完成させることを通じて、豊かな表現力、発信力と正確な理解力、伝達力を身につ
ける（DP3、DP5、DP8）

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｉ

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション4

60

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション9

第9回

第10回

報告とディスカッション8

第7回

第8回

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション5

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション6

60

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

報告とディスカッション7

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション10

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

報告とディスカッション11

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

第10回

授業の方法

60

論文執筆・研究計画修正1

60

60

第15回

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

60

論文執筆・研究計画修正2

【予習】指定文献と資料を読む。
報告者・討論者は資料を作成する。
その他の参加者も必要に応じてメモやコメントをまとめておくこと。

まとめ

【予習・復習】論文・研究計画の仕上げをおこなう。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

各自の卒業論文にかんする研究計画の検討や、調査・分析の進捗状況の報告を中心におこないます。
　各自の論文の執筆を進め、完成へ向けて改善していきます。
　テーマは基本的に自由です。ただし、テーマへの取り組みではかならず社会学的な概念や理論枠組みを用いるようにしてください。
　3年次までの蓄積を踏まえ、各自が積極的に調査・データ分析と文献講読を進めることが必要になります。
　各自の発表内容に合わせて、学外でのフィールドワークや調査が課される可能性があります。

成績評価の方法
平常点(授業への参加状況や課題の提出状況)30%、議論への貢献・授業中の発言など50%、提出課題20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
各自の卒論テーマに関する予備知識は、3年次までにある程度蓄積してあることが前提となります。そのため、各自、興味関心があるテー
マについての社会学的な文献を、常日頃から読み進めておくこと。
　卒業論文では多くの場合、何らかの調査やデータ分析（質的・量的）をおこなうことになります。そのため、社会調査に関する科目を履
修していることが望ましいです。
　また、さまざまな社会学関連科目を事前に学んでいるとより理解が深まります（例えば、社会階層論・社会心理学・経済社会学・教育社
会学・家族社会学・労働社会学・ジェンダーの社会学など）。

テキスト
必要に応じて、報告者の執筆する論文の先行研究を購読します。

参考書
石田光規編『郊外社会の分断と再編─つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』
原田謙『社会的ネットワークと幸福感─計量社会学でみる人間関係』
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』
小林盾ほか編『社会学入門』
筒井淳也『仕事と家族』
稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門』
吉川徹『現代日本の「社会の心」』
など。
その他、参考論文や文献は必要に応じて随時指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

＝＝＝＝＝＝＝＝
執筆中の論文についての草稿と、参考文献リストを用意し、報告担当者決めなどをおこないます。

【予習】
執筆中の卒論の草稿、文献リスト、調査データなどを用意する。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

報告とディスカッション2

【予習】
執筆中の卒論の草稿、文献リスト、調査データなどを用意する。

90

報告とディスカッション3

報告とディスカッション1

【予習】
執筆中の卒論の草稿、文献リスト、調査データなどを用意する。

90

テーマ・概要
　このゼミでは、現代社会における社会的ネットワーク、社会的資源の分配と不平等、人びとの自由と主体性、コミュニティのあり方、仕
事やライフスタイル、アイデンティティ、消費行動、サブカルチャーその他の諸問題を扱います。
　前期までに身につけた社会学的な思考枠組みを用いて、ゼミ生たちが自らの関心に基づいた重要文献を購読し、フィールドワークその他
の調査について報告し、卒論テーマの設定と深化、執筆する卒業論文の改善と完成へ向けた作業をおこないます。
　後期はとくに、卒論執筆の草稿発表と、相互批判を通じた改善、足りないデータの指摘と最終仕上げをおこなう予定です。

DP3（他者との共同）、DP5（表現力、発信力）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他
者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、以下の到達目標を設定します。

①現代社会の諸現象について、身近な経験や実感から連想するだけでなく、見知らぬ他者をも含む社会全体の状況として理解する力を身に
つける。（DP6、DP7、DP8）
②社会の構造から影響を受けつつ、他者とともに社会を作り出す行為者として、自分自身を社会の中に位置づける思考力を身につける。
（DP6、DP7、DP8）
③演習メンバーでの共同研究や、卒業論文へ向けたフィールドワークなどの調査、相互の発表と討論などを通じて、共同で問題を発見・解
決する能力、表現力と発信力、他者を理解し自己を伝達する能力を身につける。（DP3、DP5、DP8）
④卒業論文を執筆し、相互の発表と議論による改善し、完成させることを通じて、豊かな表現力、発信力と正確な理解力、伝達力を身につ
ける（DP3、DP5、DP8）

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｉ

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【予習】
執筆中の卒論の草稿、文献リスト、調査データなどを用意する。

90

報告とディスカッション4

90

【予習】
卒論の原稿を最終的に完成させる。

90

卒業論文　原稿完成 2

第9回

第10回

卒業論文　原稿完成 1

第7回

第8回

【予習】
執筆中の卒論の草稿、文献リスト、調査データなどを用意する。

卒業論文　暫定原稿　ゼミ内発表 1

【予習】
卒論の原稿を暫定的に完成させて用意する。

90

卒業論文　暫定原稿　ゼミ内発表 2

90

【予習】
卒論の原稿を暫定的に完成させて用意する。

90

卒業論文　暫定原稿　ゼミ内発表 3

【予習】
卒論の原稿を暫定的に完成させて用意する。
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90

第11回

第12回

第13回

【予習】
卒論の原稿を最終的に完成させる。

卒業論文　原稿完成 3

【予習】
卒論の原稿を最終的に完成させる。

卒業論文　提出原稿発表 1

【予習】
卒論の内容の要約と反省点を用意する。

90

第10回

授業の方法

90

卒業論文　提出原稿発表 2

90

90

第15回

【予習】
卒論の内容の要約と反省点を用意する。

90

卒業論文　提出原稿発表 3

【予習】
卒論の内容の要約と反省点を用意する。

まとめ

【予習】
相互の卒論についてコメントをし、総括する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

各自の卒業論文の草稿や、調査・分析の進捗状況の報告を中心におこないます。最終的に、卒業論文を完成させます。
　テーマは基本的に自由です。ただし、テーマへの取り組みではかならず社会学的な概念や理論枠組みを用いるようにしてください。
　前期までの蓄積を踏まえ、各自が積極的に調査・データ分析と文献講読を進めることが必要になります。
　各自の発表内容に合わせて、学外でのフィールドワークや調査が課される可能性があります。

成績評価の方法
平常点(授業への参加状況や課題の提出状況)30%、議論への貢献・授業中の発言など50%、提出課題20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
この時期には、卒業論文のテーマに関するかなりの知識を修得していることが前提になります。そのため、各自、興味関心があるテーマに
ついての社会学的な文献を、常日頃から読み進めておくこと。
　卒業論文では多くの場合、何らかの調査やデータ分析（質的・量的）をおこなうことになります。そのため、社会調査に関する科目を履
修していることが望ましいです。
　また、さまざまな社会学関連科目を事前に学んでいるとより理解が深まります（例えば、社会階層論・社会心理学・経済社会学・教育社
会学・家族社会学・労働社会学・ジェンダーの社会学など）。

テキスト
必要に応じて、報告者の執筆する論文の先行研究を購読します。

参考書
石田光規編『郊外社会の分断と再編─つくられたまち・多摩ニュータウンのその後』
原田謙『社会的ネットワークと幸福感─計量社会学でみる人間関係』
竹ノ下弘久『仕事と不平等の社会学』
小林盾ほか編『社会学入門』
筒井淳也『仕事と家族』
稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門』
吉川徹『現代日本の「社会の心」』
など。
その他、参考論文や文献は必要に応じて随時指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テキスト読解およびコンテンツ分析２

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テキスト読解およびコンテンツ分析１

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テーマ・概要
　私たちの日常生活で、スマホやPC、テレビ、雑誌、新聞といったメディアとの接触は欠かせないものとなっています。いまやメディアは
自然環境と同じく重要な環境となっていると言えるでしょう。このゼミでは、このようなメディア環境を、そこで成立しているコミュニ
ケーションやコンテンツの観点から考えていきます。なかでも、「そもそもなぜ、私たちはメディアと接触するのか？」ということに注目
したいと思います。言い換えれば、「何が」伝えられているのかだけでなく、それが「どう」伝えられているのかに注目したメディア分析
と言えるでしょう。そのため、言葉だけでなくイメージによるメディア・コミュニケーションや、シリアス・コンテンツからエンターテイ
ンメント・コンテンツまでが視野に入ってきます。具体的な対象を取り上げ、分析することによって、わたしたちの生きるメディア環境に
ついて考えていきます。

　　ＤＰ３（他者との協働）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力およ
び自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定します：①具体的なコンテンツを理論的に分析できるよ
うになること　②その分析をアカデミックな成果としてまとめ、広く発信できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｊ

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テキスト読解およびコンテンツ分析３

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テキスト読解およびコンテンツ分析４

60分

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

第9回 テキスト読解およびコンテンツ分析８

第7回

第8回

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

テキスト読解およびコンテンツ分析５

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テキスト読解およびコンテンツ分析６

60分

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テキスト読解およびコンテンツ分析７

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。
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60分

第11回

第12回

第13回

テキスト読解およびコンテンツ分析９

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

テキスト読解およびコンテンツ分析１０

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

テキスト読解およびコンテンツ分析１１

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

60分

第10回

60分

テキスト読解およびコンテンツ分析１２

60分

60分

第15回

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。 60分

テキスト読解およびコンテンツ分析１３

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

まとめ

テキストの該当箇所を読み直すこと、および、コンテンツ分析を進めること。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　担当者による発表と、それに基づいてのディスカッションを中心に進めて行きます。
　（なお、授業内容は、展開に応じて変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝50%、授業への参加（≠出席）＝50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・テキストで取り上げられている理論を正確に理解できているか。
・具体的なコンテンツを理論的に分析できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
石田英敬『大人のためのメディア論講義』ちくま新書、2016他。

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
　　　　　　　　　　『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、２０１７.
その他、授業中に随時指示していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コンテンツ分析と論文執筆の実践２

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

テーマ・概要
　私たちの日常生活で、スマホやPC、テレビ、雑誌、新聞といったメディアとの接触は欠かせないものとなっています。いまやメディアは
自然環境と同じく重要な環境となっていると言えるでしょう。このゼミでは、このようなメディア環境を、そこで成立しているコミュニ
ケーションやコンテンツの観点から考えていきます。なかでも、「そもそもなぜ、私たちはメディアと接触するのか？」ということに注目
したいと思います。言い換えれば、「何が」伝えられているのかだけでなく、それが「どう」伝えられているのかに注目したメディア分析
と言えるでしょう。そのため、言葉だけでなくイメージによるメディア・コミュニケーションや、シリアス・コンテンツからエンターテイ
ンメント・コンテンツまでが視野に入ってきます。具体的な対象を取り上げ、分析することによって、わたしたちの生きるメディア環境に
ついて考えていきます。

　　ＤＰ３（他者との協働）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力およ
び自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定します：①具体的なコンテンツを理論的に分析できるよ
うになること　②その分析をアカデミックな成果としてまとめ、広く発信できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｊ

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コンテンツ分析と論文執筆の実践３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践４

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

第9回 コンテンツ分析と論文執筆の実践８

第7回

第8回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践５

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践６

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践７

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。
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60分

第11回

第12回

第13回

コンテンツ分析と論文執筆の実践９

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１０

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

60分

第10回

60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１２

60分

60分

第15回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

まとめ

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　担当者による発表と、それに基づいてのディスカッションを中心に進めて行きます。
　　（なお、授業内容は、展開に応じて変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝50%、授業への参加（≠出席）＝50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・具体的なコンテンツを理論的に分析できているか。
・その分析の成果をアカデミックな論文としてまとめられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
随時、授業中に配布していきます。

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
　　　　　　　　　　　『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、２０１７．
その他、授業中に随時指示していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コンテンツ分析と論文執筆の実践２

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

テーマ・概要
　私たちの日常生活で、スマホやPC、テレビ、雑誌、新聞といったメディアとの接触は欠かせないものとなっています。いまやメディアは
自然環境と同じく重要な環境となっていると言えるでしょう。このゼミでは、このようなメディア環境を、そこで成立しているコミュニ
ケーションやコンテンツの観点から考えていきます。なかでも、「そもそもなぜ、私たちはメディアと接触するのか？」ということに注目
したいと思います。言い換えれば、「何が」伝えられているのかだけでなく、それが「どう」伝えられているのかに注目したメディア分析
と言えるでしょう。そのため、言葉だけでなくイメージによるメディア・コミュニケーションや、シリアス・コンテンツからエンターテイ
ンメント・コンテンツまでが視野に入ってきます。具体的な対象を取り上げ、分析することによって、わたしたちの生きるメディア環境に
ついて考えていきます。

　ＤＰ３（他者との協働）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および
自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定します：①具体的なコンテンツを理論的に分析できるよう
になること　②その分析をアカデミックな成果としてまとめ、広く発信できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｊ

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

コンテンツ分析と論文執筆の実践３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践４

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

第9回 コンテンツ分析と論文執筆の実践８

第7回

第8回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践５

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践６

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践７

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。
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60分

第11回

第12回

第13回

コンテンツ分析と論文執筆の実践９

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１０

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

60分

第10回

60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１２

60分

60分

第15回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

まとめ

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　担当者による発表と、それに基づいてのディスカッションを中心に進めて行きます。
　（なお、授業内容は、展開に応じて変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝50%、授業への参加（≠出席）＝50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・具体的なコンテンツを理論的に分析できているか。
・その分析の成果をアカデミックな論文としてまとめられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
随時、授業中に配布していきます。

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
　　　　　　　　　　『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、２０１７．
その他、授業中に随時指示していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コンテンツ分析と論文執筆の実践２

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

テーマ・概要
　私たちの日常生活で、スマホやPC、テレビ、雑誌、新聞といったメディアとの接触は欠かせないものとなっています。いまやメディアは
自然環境と同じく重要な環境となっていると言えるでしょう。このゼミでは、このようなメディア環境を、そこで成立しているコミュニ
ケーションやコンテンツの観点から考えていきます。なかでも、「そもそもなぜ、私たちはメディアと接触するのか？」ということに注目
したいと思います。言い換えれば、「何が」伝えられているのかだけでなく、それが「どう」伝えられているのかに注目したメディア分析
と言えるでしょう。そのため、言葉だけでなくイメージによるメディア・コミュニケーションや、シリアス・コンテンツからエンターテイ
ンメント・コンテンツまでが視野に入ってきます。具体的な対象を取り上げ、分析することによって、わたしたちの生きるメディア環境に
ついて考えていきます。

　　ＤＰ３（他者との協働）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力およ
び自己を他者に正確に伝達する能力）を実現するため、次のような到達目標を設定します：①具体的なコンテンツを理論的に分析できるよ
うになること　②その分析をアカデミックな成果としてまとめ、広く発信できるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｊ

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コンテンツ分析と論文執筆の実践３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践４

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

第9回 コンテンツ分析と論文執筆の実践８

第7回

第8回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践５

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践６

60分

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践７

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。
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60分

第11回

第12回

第13回

コンテンツ分析と論文執筆の実践９

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１０

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

コンテンツ分析と論文執筆の実践１１

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

60分

第10回

60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１２

60分

60分

第15回

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。 60分

コンテンツ分析と論文執筆の実践１３

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

まとめ

コンテンツ分析および論文の執筆を進めること。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　担当者による発表と、それに基づいてのディスカッションを中心に進めて行きます。
　　（なお、授業内容は、展開に応じて変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝50%、授業への参加（≠出席）＝50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・具体的なコンテンツを理論的に分析できているか。
・その分析の成果をアカデミックな論文としてまとめられているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
随時、授業中に配布していきます。

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
　　　　　　　　　　『アイドル/メディア論講義』東京大学出版会、２０１７．
その他、授業中に随時指示していきます。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【予習】個人研究テーマ発表の準備を行う 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本文献の輪読2

【予習】テキスト第2章を読む
【復習】テキスト第2章を再読する

90

基本文献の輪読1

【予習】テキスト第1章を読む
【復習】テキスト第1章を再読する

90

テーマ・概要
このゼミでは、家族やコミュニティをライフコースという視点を通して分析することで、近代社会の特徴やその変化のプロセスを考え、理
解することを目指す。例えば、なぜ子育てについての意見の対立が世代間で起きるのか、それは「高齢者」と「若者」の対立なのか、ある
経験をした／せざるをえなかった／できなかった集団の対立なのかと、問題を歴史的視点と現在の視点の双方を往復させて考え、この視点
を踏まえて、各自の問題関心に基づく研究テーマを設定し、社会調査を行った上でプレ卒論の執筆を行う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の達成を目指す。具体的
には、家族社会学やコミュニティ研究、ライフコース論の基本的理解を得るとともに、社会調査を用いた卒業論文のテーマを明確にする。
その上で、設定したテーマを考察するための先行研究の整理およびプレ調査を行い、卒業論文の基盤となるプレ卒論を執筆する能力を得
る。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｋ

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基本文献の輪読3

【予習】テキスト第3章を読む
【復習】テキスト第3章を再読する

90

基本文献の輪読4

90

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

120

第9回 基本文献の輪読6

第7回

第8回

【予習】テキスト第4章を読む
【復習】テキスト第4章を再読する

基本文献の輪読5

【予習】テキスト第5章、終章を読む
【復習】テキスト第5章、終章を再読する

90

個人研究テーマの発表

120

【予習】個人研究テーマの先行研究を渉猟し、整理する 90

個人研究テーマの発表

【予習】個人研究テーマの先行研究を渉猟し、整理する
【復習】議論とコメントを踏まえ、個人研究テーマを練り直す

- 1734 -



90

第11回

第12回

第13回

基本文献の輪読7

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

基本文献の輪読8

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

基本文献の輪読9

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

第10回

90

個人研究テーマの発表

120

120

第15回

【予習】夏休みの調査計画を構想し、発表準備を行う 120

個人研究テーマの発表

【予習】夏休みの調査計画を構想し、発表準備を行う

個人研究テーマの発表

【予習】夏休みの調査計画を構想し、発表準備を行う
【復習】議論とコメントを踏まえ、夏休みの調査計画を練り直す

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
対話型の演習形式で行う。卒業論文執筆のための研究は、個人作業だけでなく、互いに議論しあうなかでおおくの発想や知見をえることが
できるという意味で共同作業でもある。学生同士が相互に対話し、学びあうことを重視するため、積極的な議論への参加を求める。

成績評価の方法
平常点（40%）、発表（20%）、議論への積極的な参加（20%）、およびプレ卒業論文執筆のための研究報告とプレ卒業論文（20%）を総合的
に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「家族社会学」「ライフコース論」「コミュニティの社会学」「質的調査II」などを事前に履修するか、並行して履修することが望まし
い。

テキスト
筒井淳也『仕事と家族』中央公論新社．　（各自購入すること）
その他のテキストは、コピーを配布する。

参考書
松田茂樹, 2013, 『少子化論』勁草書房．
ホックシールド, 2012,『タイムバインド』明石書店．
大和礼子, 2008,『生涯ケアラーの誕生』学文社．
嶋崎尚子, 2008,『ライフコースの社会学』学文社．
藤村正之編, 2011,『いのちとライフコースの社会学』弘文堂．
デランティ,2006,『コミュニティ』NTT出版．
辻竜平・佐藤嘉倫編,2013,『ソーシャルキャピタルと格差社会』東京大学出版会．
その他多数。講義内で適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

個人研究テーマの発表

【予習】夏休みの調査結果をまとめる 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基本文献の輪読1

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

個人研究テーマの発表

【予習】夏休みの調査結果をまとめる
【復習】議論とコメントを踏まえ、個人研究テーマを練り直す

120

テーマ・概要
このゼミでは、家族をライフコースという視点を通して分析することで、近代社会の特徴やその変化のプロセスを考え、理解することを目
指す。具体的には、家族形成（結婚・出産）や離婚、性別役割分業、高齢者介護、少子高齢化、晩婚化、親密性とその変化、夫婦別姓など
各自の問題関心に基づく研究テーマを設定し、社会調査を行った上でプレ卒論（3年次）、卒業論文（4年次）の執筆を行う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の達成を目指す。具体的
には、家族社会学やライフコース論の基本的理解を得るとともに、社会調査を用いた卒業論文のテーマを明確にする。その上で、3年次は
設定したテーマを考察するための先行研究の整理およびプレ調査を行い、卒業論文の基盤となるプレ卒論を執筆する能力を得る。4年次は
卒業論文を執筆する。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｋ

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

基本文献の輪読2

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

基本文献の輪読3

90

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

第9回 基本文献の輪読5

第7回

第8回

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

基本文献の輪読4

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

個人研究テーマの発表

120

【予習】個人研究の中間報告を行う 120

個人研究テーマの発表

【予習】個人研究の中間報告を行う
【復習】議論とコメントを踏まえ、個人研究テーマを練り直す
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90

第11回

第12回

第13回

基本文献の輪読6

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

基本文献の輪読7

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

基本文献の輪読8

【予習】ゼミ生の関心に応じて指定したテキストを読む
【復習】指定したテキストを再読する

90

第10回

90

個人研究テーマの発表

120

120

第15回

【予習】プレ卒論の執筆状況の報告、および、春休みの調査計画を構想し、発表準備を行う 120

個人研究テーマの発表

【予習】プレ卒論の執筆状況の報告、および、春休みの調査計画を構想し、発表準備を行う

個人研究テーマの発表

【予習】プレ卒論の執筆状況の報告、および、春休みの調査計画を構想し、発表準備を行う
【復習】議論とコメントを踏まえ、プレ卒論の構成と春休みの調査計画を練り直す

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
対話型の演習形式で行う。卒業論文執筆のための研究は、個人作業だけでなく、互いに議論しあうなかでおおくの発想や知見をえることが
できるという意味で共同作業でもある。学生同士が相互に対話し、学びあうことを重視するため、積極的な議論への参加を求める。

成績評価の方法
平常点（40%）、発表（20%）、議論への積極的な参加（20%）、およびプレ卒業論文執筆のための研究報告とプレ卒業論文（20%）を総合的
に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「家族社会学」「ライフコース論」「質的調査II」などを事前に履修するか、並行して履修することが望ましい。

テキスト
久米郁男『原因を推論する』有斐閣．テキストは、原則としてコピーを配布する。

参考書
松田茂樹, 2013, 『少子化論』勁草書房．
ホックシールド, 2012,『タイムバインド』明石書店．
大和礼子, 2008,『生涯ケアラーの誕生』学文社．
嶋崎尚子, 2008,『ライフコースの社会学』学文社．
藤村正之編, 2011,『いのちとライフコースの社会学』弘文堂．
デランティ,2006,『コミュニティ』NTT出版．
辻竜平・佐藤嘉倫編,2013,『ソーシャルキャピタルと格差社会』東京大学出版会．
その他多数。講義内で適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

個人研究発表の準備を行う 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業論文の構想報告（2）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

卒業論文の構想報告（1）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

テーマ・概要
このゼミでは、家族やコミュニティをライフコースという視点を通して分析することで、近代社会の特徴やその変化のプロセスを考え、理
解することを目指す。例えば、なぜ子育てについての意見の対立が世代間で起きるのか、それは「高齢者」と「若者」の対立なのか、ある
経験をした／せざるをえなかった／できなかった集団の対立なのかと、問題を歴史的視点と現在の視点の双方を往復させて考え、この視点
を踏まえて、各自の問題関心に基づく研究テーマを設定し、社会調査を行った上でプレ卒論の執筆を行う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の達成を目指す。具体的
には、家族社会学やコミュニティ研究、ライフコース論の基本的理解を得るとともに、社会調査を用いた卒業論文のテーマを明確にする。
その上で、設定したテーマを考察するための先行研究の整理および調査を行い、卒業論文を執筆する。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｋ

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

卒業論文の構想報告（3）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

卒業論文の構想報告（4）

120

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

第9回 卒業論文調査の報告（2）

第7回

第8回

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する

卒業論文の構想報告（5）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

卒業論文の構想報告（6）

120

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する 120

卒業論文調査の報告（1）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する
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120

第11回

第12回

第13回

卒業論文調査の報告（3）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する

卒業論文調査の報告（4）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する

卒業論文調査の報告（5）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する

120

第10回

120

卒業論文の構想再報告（1）

120

120

第15回

卒業論文を執筆する 120

卒業論文の構想再報告（2）

卒業論文を執筆する

卒業論文の構想再報告（3）

卒業論文を執筆する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
対話型の演習形式で行う。卒業論文執筆のための研究は、個人作業だけでなく、互いに議論しあうなかでおおくの発想や知見をえることが
できるという意味で共同作業でもある。学生同士が相互に対話し、学びあうことを重視するため、積極的な議論への参加を求める。

成績評価の方法
平常点（40%）、発表（20%）、議論への積極的な参加（20%）、および卒業論文執筆のための研究報告（20%）を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「家族社会学」「ライフコース論」「コミュニティの社会学」「質的調査II」などを事前に履修するか、並行して履修することが望まし
い。

テキスト
必要に応じて指示する。

参考書
久米郁夫(2013)『原因を推論する』有斐閣．
キングら(2008)『社会科学のリサーチデザイン』勁草書房．
前田拓也ほか編(2015)『最強の社会調査入門』．
岸政彦ほか編(2015)『質的社会調査の方法』有斐閣．
佐藤郁也(2002)『フィールドワークの技法』新曜社．
保城広至(2015)『歴史から理論を創造する方法』勁草書房．
その他、適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

個人研究発表の準備を行う 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

卒業論文調査の報告（2）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する 120

卒業論文調査の報告（1）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する 120

テーマ・概要
このゼミでは、家族やコミュニティをライフコースという視点を通して分析することで、近代社会の特徴やその変化のプロセスを考え、理
解することを目指す。例えば、なぜ子育てについての意見の対立が世代間で起きるのか、それは「高齢者」と「若者」の対立なのか、ある
経験をした／せざるをえなかった／できなかった集団の対立なのかと、問題を歴史的視点と現在の視点の双方を往復させて考え、この視点
を踏まえて、各自の問題関心に基づく研究テーマを設定し、社会調査を行った上でプレ卒論の執筆を行う。

DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）、8（他者を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）の達成を目指す。具体的
には、家族社会学やコミュニティ研究、ライフコース論の基本的理解を得るとともに、社会調査を用いた卒業論文のテーマを明確にする。
その上で、設定したテーマを考察するための先行研究の整理および調査を行い、卒業論文を執筆する。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｋ

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒業論文調査の報告（3）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する 120

卒業論文調査の報告（4）

120

個人研究発表の準備を行い、コメントを踏まえ、卒業論文を再執筆する 120

第9回 卒業論文ドラフトの修正（1）

第7回

第8回

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する

卒業論文調査の報告（5）

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する 120

卒業論文調査の報告（6）

120

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施し、卒業論文を執筆する 120

卒業論文最終ドラフトの提出

個人研究発表の準備を行い、卒論調査を実施する
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120

第11回

第12回

第13回

卒業論文ドラフトの修正（2）

個人研究発表の準備を行い、コメントを踏まえ、卒業論文を再執筆する

卒業論文ドラフトの修正（3）

個人研究発表の準備を行い、コメントを踏まえ、卒業論文を再執筆する

卒業論文ドラフトの修正（4）

個人研究発表の準備を行い、コメントを踏まえ、卒業論文を再執筆する

120

第10回

120

卒業論文の報告（1）

120

120

第15回

個人研究発表の準備を行う 120

卒業論文の報告（2）

個人研究発表の準備を行う

卒業論文の報告（3）

個人研究発表の準備を行う

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
対話型の演習形式で行う。卒業論文執筆のための研究は、個人作業だけでなく、互いに議論しあうなかでおおくの発想や知見をえることが
できるという意味で共同作業でもある。学生同士が相互に対話し、学びあうことを重視するため、積極的な議論への参加を求める。

成績評価の方法
平常点（40%）、発表（20%）、議論への積極的な参加（20%）、および卒業論文執筆のための研究報告（20%）を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「家族社会学」「ライフコース論」「コミュニティの社会学」「質的調査II」などを事前に履修するか、並行して履修することが望まし
い。

テキスト
必要に応じて指示する。

参考書
久米郁夫(2013)『原因を推論する』有斐閣．
キングら(2008)『社会科学のリサーチデザイン』勁草書房．
前田拓也ほか編(2015)『最強の社会調査入門』．
岸政彦ほか編(2015)『質的社会調査の方法』有斐閣．
佐藤郁也(2002)『フィールドワークの技法』新曜社．
保城広至(2015)『歴史から理論を創造する方法』勁草書房．
その他、適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・全体の授業計画について説明する
・各自の興味関心を話してもらい、文献を決める

配布資料を読み直し、授業の進め方や文献の選定、授業計画などを確実に理解しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献講読と議論（１）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

都市を研究するということ（講義）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

テーマ・概要
テーマ：現代都市を読み解く
今年度のゼミでは、「文化」というキーワードに着目しながら、近代以降の都市においてどのような空間がいかなる人々の営みの中で形成
され、現代社会の中でどのように変容しつつあるのかを考えていきます。なお、その際の「文化」は、サブカルチャーや商業文化、地域文
化などを網羅する幅広い概念とします。ゼミでは文献講読の他にフィールドワークやドキュメンタリーの視聴、ゲストスピーカーによる
トークなど、様々な方法を用いながら、現代都市を理解する多角的な視点の習得を目指します。

前期は、文献の読み方と議論の仕方を学びながら、フィールドワークなどに出かけます。

DP３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とします。
①現代の大都市社会をめぐる議論を理解し、代表的な問題・現象のメカニズムを説明できる。
②自分の研究テーマを選定し、論文執筆に向けた基礎的な知識と方法を習得する。
③自分の考えを論理的に整理して発表し、他者との議論を通じてそれをさらに発展させていくことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習Ｉ ｌ

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441204

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

文献講読と議論（２）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

文献講読と議論（３）

60

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

第9回 文献講読と議論（６）

第7回

第8回

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

フィールドワーク（１）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

文献講読と議論（４）

60

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

文献講読と議論（５）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。
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60

第11回

第12回

第13回

フィールドワーク（２）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

フィールドワーク（３）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

文献講読と議論（７）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

60

第10回

60

文献講読と議論（８）

60

60

第15回

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

ゲストスピーカーによるトーク

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

全体のとりまとめ

これまでの授業内容を振り返り、ポイントを整理する。また、各自の研究テーマと関連した夏休みの課
題を決める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的にゼミ形式をとります。毎回、担当者に文献の内容を報告してもらい、主な論点や疑問についてみんなで議論します。その他、受講
者の興味関心や全体のスケジュールを考慮しつつ、簡単なフィールドワークやドキュメンタリーの視聴、ゲストスピーカーによるトークな
ども合わせて行います。受講者には議論への積極的な参加と発言を期待します。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況：50％）、ゼミ報告（50％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、都市社会学・コミュニティの社会学などがある。

テキスト
最初の導入的テキストとして、以下を読みます。その後の文献については、授業時に受講者と相談して決めます。
『都市のリアル』吉原直樹・近森高明編、有斐閣、2100円＋税、ISBN 978-4-641-17392-7

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

夏休みの研究報告

配布資料を読み直し、授業の進め方や文献の選定、授業計画などを確実に理解しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文献講読と議論（２）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

文献講読と議論（１）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

テーマ・概要
テーマ：現代都市を読み解く
今年度のゼミでは、「文化」というキーワードに着目しながら、近代以降の都市においてどのような空間がいかなる人々の営みの中で形成
され、現代社会の中でどのように変容しつつあるのかを考えていきます。なお、ここでの「文化」は、サブカルチャーや商業文化、地域文
化などを網羅する幅広い概念とします。ゼミでは文献講読の他にフィールドワークやドキュメンタリーの視聴、ゲストスピーカーによる
トークなど、様々な方法を用いながら、現代都市を理解する多角的な視点の習得を目指します。

後期は、論文執筆と調査の基礎を学びつつ、各自の研究テーマを具体化していきます。

DP３（他者との協働）、５（表現力、発信力）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するた
め、次の３点を到達目標とします。
①現代の大都市社会をめぐる議論を理解し、代表的な問題・現象のメカニズムを説明できる。
②自分の研究テーマを選定し、論文執筆に向けた基礎的な知識と方法を習得する。
③自分の考えを論理的に整理して発表し、他者との議論を通じてそれをさらに発展させていくことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習II ｌ

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21L51441205

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

調査研究の実例（１）ゲストスピーカーによるトーク

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

調査研究の実例（２）ドキュメンタリーの視聴

60

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

第9回 フィールドワーク（２）

第7回

第8回

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

調査法を学ぶ（１）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

調査法を学ぶ（２）

60

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

フィールドワーク（１）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。
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60

第11回

第12回

第13回

文献講読と議論（３）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

文献講読と議論（４）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

文献講読と議論（５）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

60

第10回

60

卒論構想発表（１）

60

60

第15回

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。 60

卒論構想発表（２）

議論のポイントを整理し、次週の課題文献を読み込んでおく。報告担当者は発表資料を用意する。

全体のとりまとめ

これまでの授業内容を振り返り、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的にゼミ形式をとります。毎回、担当者に文献の内容を報告してもらい、主な論点や疑問についてみんなで議論します。その他、受講
者の興味関心や全体のスケジュールを考慮しつつ、簡単なフィールドワークやドキュメンタリーの視聴、ゲストスピーカーによるトークな
ども合わせて行います。受講者には議論への積極的な参加と発言を期待します。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況や宿題の提出状況：50％）、ゼミ報告（50％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、都市社会学・コミュニティの社会学などがある。

テキスト
初回授業時に告知します。

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ゼミのすすめかた。卒論の準備の仕方などについて

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

互いのテーマについての意見交換。

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。次週からのテキストの予習 60

研究テーマのみつけかた、しぼりかたについて

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。 60

テーマ・概要
幸福や生きがい、言い換えれば価値観や思想などの、人間の生を支え、人々によって生きられている文化の研究。社会意識や社会心理など
に注目し、私たちが無意識に依存しながら生きている文化の基層とは何か、そこにあらわれる人間の自我のありさまや人間関係のかたちと
は何か、生活者と生活の歴史のなかにある文化の問題をとらえたい。日本文化・生活文化・生活感覚・伝統と革新など、身近なテーマを深
めたい。
いずれも、現代の私たち自身を相対化して考えることが重要であるので、このため、研究テーマを歴史的軸や空間的な軸を動かしてみるこ
とが大切である。文化の表面だけでなく、その背後にあるものも理解するよう努力したいと思います

DP５(表現力・発信力)、6（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己
を他者に正確に伝達する能力）、を実現するため、次のような目標を設定する。卒業論文の執筆にむけて、自分の研究テーマを選び、その
研究のための基礎的な準備を整えること。また、ディスカッションなどを通して、自分が気づかなかった問題の発見や、論理的転回の整備
などを、みずから進められるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習III ｌ

中江　桂子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441206

4 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

基礎テキストを読む（１）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

基礎テキストを読む（２）

60

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

第9回 基礎テキストを読む（５）

第7回

第8回

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

基礎テキストを読む（３）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

基礎テキストを読む（４）

60

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

中間の整理。――文献を自分の研究テーマに生かす方法。

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。
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60

第11回

第12回

第13回

基礎テキストを読む（６）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

基礎テキストを読む（７）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

基礎テキストを読む（８）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

60

第10回

60

卒論に向けた研究発表（１）

60

60

第15回

卒論のための準備段階の報告と課題についての整理。 60

卒論に向けた研究発表（２）

卒論のための準備段階の報告と課題についての整理。

卒論に向けた総括。

卒論のための準備段階の報告と課題についての整理。

第14回
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ゼミ時間中、およびゼミの前後に受け付ける。

授業の方法
ゼミ形式

成績評価の方法
ゼミ報告（40％）、各種貢献度（20％）自分の課題への熱意（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
研究テーマにかかわる学科専門科目の十分な修養が望ましい。

テキスト
なし。

参考書
適宜、指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

夏休みの研究報告（１）

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

夏休みの研究報告（３）

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。次週からのテキストの予習 60

夏休みの研究報告（２）

自分の研究テーマについて、発表できるように準備すること。 60

テーマ・概要
　幸福や生きがい、言い換えれば価値観や思想などの、人間の生を支え、人々によって生きられている文化の研究。社会意識や社会心理な
どに注目し、私たちが無意識に依存しながら生きている文化の基層とは何か、そこにあらわれる人間の自我のありさまや人間関係のかたち
とは何か、生活者と生活の歴史のなかにある文化の問題をとらえたい。日本文化・生活文化・生活感覚・伝統と革新など、身近なテーマを
深めたい。
いずれも、現代の私たち自身を相対化して考えることが重要であるので、このため、研究テーマを歴史的軸や空間的な軸を動かしてみるこ
とが大切である。文化の表面だけでなく、その背後にあるものも理解するよう努力したいと思います。

DP５(表現力・発信力)、6（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）、８（他者を理解する能力および自己
を他者に正確に伝達する能力）、を実現するため、次のような目標を設定する。卒業論文の執筆にむけて、自分の研究テーマを選び、その
研究のための基礎的な準備を整えること。また、ディスカッションなどを通して、自分が気づかなかった問題の発見や、論理的転回の整備
などを、みずから進められるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

演習IV ｌ

中江　桂子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151441207

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

卒論の進捗報告（１）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

卒論の進捗報告（２）

60

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

第9回 文献・図表。・注などの確認（１）

第7回

第8回

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

卒論の進捗報告（３）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

卒論の進捗報告（４）

60

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。 60

中間の整理。――結論をまとめる方法

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。
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60

第11回

第12回

第13回

文献・図表・注などの確認（２）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

文章を推敲する方法（１）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

文章を推敲する（２）

ゼミ討論の整理、および次週のテキストの予習。

60

第10回

60

卒論の研究発表（１）

60

60

第15回

卒論の報告と残された課題についての整理。 60

卒論の研究発表（２）

卒論の報告と残された課題についての整理。

卒論の研究発表（３）

卒論の報告と残された課題についての整理。

第14回
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ゼミ時間中、およびゼミの前後に受け付ける。

授業の方法
ゼミ形式

成績評価の方法
ゼミ報告（40％）、各種貢献度（20％）自分の課題への熱意（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
自己の研究テーマにかかわる学科専門科目の十分な修養が望ましい。

テキスト
なし。

参考書
適宜、指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

【家族とは何か 1〜3】
イントロダクション　〜なぜ家族を考えるのか？

【復習】講義で指定した課題の実施（家族へのヒヤリング） 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

家族類型　〜核家族、直系家族、拡大家族、複合家族、夫婦家族

【復習】身近な事例から、講義で紹介した類型の事例を探す 90

ファミリー・アイデンティティと家族類型　〜家族を主観的に捉える

【予習】自身と家族の家族観を把握する
【復習】講義での知見を踏まえ、家族と家族イメージについて議論する

90

テーマ・概要
本講義のテーマは、家族をめぐる過去・現在・未来における諸問題を理解することにある。
ごく自然な存在として理解されている、両親と子どもを中心とした家族は、戦後の日本社会において確立した制度であり、決して自明なも
のでも古来からの伝統でもない。本講義では、私たちが自然に感じる「家族」がいかにして形作られ、自然化していったかを産業化の過程
を踏まえて議論し、またその家族が現在どのような危機を迎えているかを議論する。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）の達成のため、家族社会学における「家族」のとらえ方やその社会的機能について
理解できるようになるとともに、現在の家族を取り巻く諸問題を把握し、その実践的な対応策を構想することができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

家族社会学

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445101

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【近代家族の成立 4〜6】
近代家族の成立1　〜ロマンティックラブという考え方

【予習】参考文献2第1章前半を読む
【復習】参考文献2第1章前半を再読する

60

近代家族の成立2　〜主婦の登場と性別役割分業の明確化、母性神話の構築

60

【予習】テキスト第5章を読む
【復習】テキスト第5章を再読する

60

第9回 近代家族の大衆化　〜マイホームと家族イメージの浸透と変容

第7回

第8回

【予習】参考文献2第1章後半を読む
【復習】参考文献2第1章後半を再読する

近代家族の成立3　〜産業革命と産業構造の変化

【予習】参考文献3第1部を読む
【復習】参考文献3第1部を再読する

90

【日本における近代家族の成立と変容 7〜10】
「家」制度の近代における読み替え　〜長子相続と血縁主義の結合

60

【予習】テキスト第3章を読む
【復習】テキスト第3章を再読する

60

戦後における近代家族の構築　〜男性稼ぎ手−専業主婦モデルと日本的経営

【予習】テキスト第4章を読む
【復習】テキスト第4章を再読する
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90

第11回

第12回

第13回

近代家族の揺らぎとライフコースの変化　〜少子化、晩婚化、外部サービスの普及

【予習】テキスト第6章を読む
【復習】テキスト第6章を再読する

【現代の家族をめぐる諸問題 11〜15】
家族形成の変容1　〜晩婚化と婚活現象、単身世帯の増加）

【予習】『厚生労働白書』を読む
【復習】資料を再読する

家族形成の変容2　〜少子化対策、育児支援NPOによる外部サポート

【予習】『少子化社会対策白書』を読む
【復習】資料を再読する

60

第10回

90

家庭内暴力と介入の難しさ　〜DV、児童虐待、高齢者虐待

90

60

第15回

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を再読する

60

グローバル化と家族　〜移動労働と国境を越える家族のつながり

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を再読する

まとめ　〜家族は選べるのか

【復習】すべてのハンドアウトを再読する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。家族は私たちにとってもっとも身近な領域であり、相対化が難しい領域でもある。そこで、画像資料や映像資料などもも
ちいて講義する。また、一部の課題では自身の家族や身近な人への聞き取りも行う。

成績評価の方法
小レポート（45%）とテークホーム試験（45%）、および平常点（10%）によって行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「ライフコース論」（2年次以降に履修可能）を履修するとより理解が深まる。

テキスト
山田昌弘『迷走する家族—戦後家族モデルの形成と解体』有斐閣、2004年。

参考書
以下のものを指定する。この他のものは適宜講義中に紹介する。
1. 岩間暁子・大和礼子・田間泰子『問いからはじめる家族社会学—多様化する家族の包摂に向けて』有斐閣、2015年。
2. 千田有紀『日本型近代家族—どこから来て、どこへ行くのか』勁草書房、2011年。
3. 上野千鶴子『家父長制と資本制』岩波現代文庫、2009年（旧版1990年）。
4. 野沢雍彦・宮本みち子『新版 データで読む家族問題』日本放送出版協会、2008年。
5. 野沢雍彦『データで読む平成期の家族問題—四半世紀で昭和とどう変わったか』朝日新聞出版、2014年。
6. 野々山久也編『論点ハンドブック　家族社会学』世界思想社、2009年。
7. 筒井淳也『仕事と家族― 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』中央公論新社、2015年。

上記に加えて、関連する白書（いずれも下記WEBページから参照可能）、および、国立社会保障・人口問題研究所
（{http://www.ipss.go.jp/}）にて公表されている各種データや報告書を参考にすることが望ましい。
厚生労働省『厚生労働白書』：{http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/}
内閣府共生社会政策統括官『少子化社会対策白書』：{http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/index-w.html}
内閣府共生社会政策統括官『高齢社会白書』：{http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html}

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明する
・都市社会学が何を扱う学問なのかを概観する

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の概要や授業計画、成績評価方法などを把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

都市論の系譜（１）都市化の問題と「シカゴ学派」のまなざし
・都市社会学の始まりであるシカゴ学派の問題意識と調査方法などを学ぶ

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

都市とは何か？
・都市の定義と類型、農村との違い、歴史、都市化のプロセスなどを学ぶ

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

テーマ・概要
受講者の中には、大学進学をきっかけに新しい街で暮らすようになった人や、大学生になって改めてあちこちの街を歩き回るようになった
人も多いのではないだろうか。本講義では、私たちのこうした日常生活の舞台としての都市を対象に、都市社会学の基本的な概念や理論、
その背景にある考え方について学ぶ。また、都市における近年の社会現象・問題を積極的にとりあげ、その背景や展開、課題を検討するこ
とで現代都市への理解を深めていく。

DP１（教養の習得）、２（課題の発見と解決）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①都市社会学の基礎知識を身に付け、説明できる。
②受講者自身にとって興味深い都市現象・問題を発見し、その背景と展開を文章で論じることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

都市社会学

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445102

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

都市論の系譜（２）都市に生きる人々のつながりをめぐる議論
・アーバニズムとコミュニティ、パーソナル・ネットワークなど、都市に生きる人々のつながりに関する諸理論を学び、その変
容を理解する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

都市論の系譜（３）情報化・脱工業化とグローバル・シティの出現
・情報化・脱工業化がもたらす都市の構造再編を把握する

60

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

第9回 インナーエリアの危機と再生：生まれ変わる東京の下町
・インナーエリア衰退の背景を理解し、ジェントリフィケーションを含む近年の変化について考察する

第7回

第8回

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

日本都市の形成（１）山の手と下町の空間形成史
・東京大都市圏の空間・社会構造の形成やその変容を把握する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

日本都市の形成（２）郊外化と再都市化
・郊外化の背景と郊外的生活様式の特徴を把握する
・再都市化について学ぶ

60

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

都市をフィールドワークする：担当教員のフィールドワーク経験から
・期末レポートに向けて、課題の調べ方などを説明する
・都市フィールドワークの実例を学ぶ

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。
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60

第11回

第12回

第13回

郊外のゆくえ：少子高齢化社会における「郊外」問題
・郊外住宅地の現状と近年の課題について考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

グローバル化する都市の地域社会：新宿区のエスニック・コミュニティ
・外国人集住地域の形成を新大久保・高田馬場の実例から把握し、都市の多様性について考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

都市の文化とまちづくり：アートを用いた地域活性化の試み
・創造都市や都市再生、地域活性化の考え方を学び、その意味や課題を考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

第10回

60

都市の貧困問題：日雇い労働者のまち、山谷・釜ヶ崎から考える
・都市が生み出すアンダークラスの社会的世界について、山谷（東京）と釜ヶ崎（大阪）の例から考察する

60

60

第15回

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

まちの開発と保存：京都市の景観政策と町屋保存
・歴史的景観の保存・保全をめぐる諸議論と実践を把握し、都市計画・都市開発の原理を理解する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

全体のとりまとめ
・これまでの授業を総括し、都市社会学の基礎を確認する

【復習】これまでの講義内容を振り返り、理解を深める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式が中心となる。毎回プリントを配布し、必要に応じて写真や動画などのビジュアル資料を積極的に活用する。また、毎回の授業で
受講者なりの論点と疑問などをまとめたコメントペーパーの提出を求める。
レポート：都市における社会現象や問題について、各自の興味関心に基づいて自由にテーマを設定し、簡単なフィールドワークを実施した
上で①問題意識（なぜそのテーマが重要か・面白いか）②その現象・問題の背景③具体的展開④今後の展望あるいは解決方法を4000字以内
にまとめること。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況、コメントペーパー：50％）とレポート（50％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成度による評価する。
・都市社会学の基礎的な概念と理論を理解できているか。
・現代都市の社会現象・問題の背景を理解し、的確な情報を収集した上で自分なりの言葉で論理的に説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
『都市社会学・入門』、松本康編、有斐閣、2014年、2000円＋税、ISBN-10: 4641220158
『よくわかる都市社会学』、中筋直哉・五十嵐泰正編、ミネルヴァ書房、2013年、2800円＋税、ISBN-10: 4623065057

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

担当教員が初回授業時に説明します 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

トピック　２

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１

担当教員が初回授業時に説明します 60

テーマ・概要
　社会と心理がどのように関係しているのかを勉強していきます．そのために，さまざまな身近なトピックをとりあげ，メカニズムを分析
します．授業は，グループによるプレゼンテーションを中心に進めます．１人につき２〜３回プレゼンテーションすることになります．

　DP2（課題の発見と解決），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，
（1）社会心理学にかんする重要な考え方を身につける．
（2）現代社会のさまざまなトピックについて，メカニズムを説明できる．

到達目標

授業の計画と準備学修

社会心理学

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445103

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

トピック　３

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　４

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

第9回 トピック　８

第7回

第8回

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　５

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　６

60

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　７

担当教員が初回授業時に説明します
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60

第11回

第12回

第13回

トピック　９

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１０

担当教員が初回授業時に説明します

トピック　１１

担当教員が初回授業時に説明します

60

第10回

60

トピック　１２

60

60

第15回

担当教員が初回授業時に説明します 60

トピック　１３

担当教員が初回授業時に説明します

授業のまとめ

担当教員が初回授業時に説明します

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループで作業し発表する

成績評価の方法
プレゼンテーション・授業中の発言＝20％　提出課題・テスト＝80％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし

テキスト
小林盾『ライフスタイルの社会学』東京大学出版会

参考書
小林盾他編『変貌する恋愛と結婚』新曜社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「ジェンダー」の視点から歴史を見るとはどのようなことか

【復習】配布プリントと参考文献を読み直す 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「男は仕事、女は家事・育児」（性別役割分業）の歴史（２）――日本の「主婦」の誕生

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

「男は仕事、女は家事・育児」（性別役割分業）の歴史（１）――「主婦」の誕生

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

テーマ・概要
本講義の目的は、誰もが経験しているジェンダー、家族、教育を切り口にして、それらを取り巻く社会全体の歴史をとらえなおすことであ
る。わたしたちは、ジェンダー、家族、教育にかんして、固定的なイメージを抱きやすい。たとえば、「男は仕事、女は家事・育児・介護
をするべきである」、「教育はもっぱら学校で行われるべきである」、「家族はお互いに愛情を持って接するべきである」、「子どもはか
わいがるべきである」などというイメージを持ちやすい。このようなイメージは、わたしたちにとっては、もはや「常識」となっているき
らいもある。しかしながら、このようなイメージのほとんどは近代以降に生まれたものである。つまり、「常識」でも、「当たり前のこ
と」でもないのである。
　本講義では、ジェンダー、家族、教育の歴史を学びながら、これらのステレオタイプ化されたイメージを疑っていくことにしたい。そし
て、わたしたちの「常識」を疑っていくことにしたい。その上で、ジェンダー、家族、教育とは何か、という問いに、取り組んでいくこと
にしたい。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような到
達目標を設定する。
  社会を歴史的な視点からとらえられるようになる。
  ジェンダー、家族、教育という身近なものの歴史を社会全体の歴史と関連させて考えることができるようになる。
  社会に関する固定的なイメージにとらわれず、より広い視点からそれらを把握できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

歴史と社会

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445104

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

「男は仕事、女は家事・育児」（性別役割分業）の歴史（３）――現代日本の性別役割分業

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

家族の歴史――「近代家族」の誕生

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第9回 戦前の男子教育と女子教育（１）――中等教育機関

第7回

第8回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

「子ども」の歴史――「子ども」の誕生

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

日本社会と子どもの教育の歴史（１）――江戸後期の社会と子どもの教育

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

日本社会と子どもの教育の歴史（２）――明治以降の社会と子どもの教育

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す
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90

第11回

第12回

第13回

戦前の男子教育と女子教育（２）――高等教育機関

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

戦前の男子教育と女子教育（３）――メディアにあらわれた「女学生」

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

戦前日本における男女の働き方の歴史（１）――「職業婦人」と「サラリーマン」

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第10回

90

戦前日本における男女の働き方の歴史（２）――総力戦と「職業婦人」

90

90

第15回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

戦後の男女共学化

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

ウーマンリブ

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。60％）、平常点（40％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

参考書
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：
フェミニズムからジェンダーへ

配布プリントの見直し。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

家族関係

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

ジェンダーと近代国家

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

テーマ・概要
　この講義では「ジェンダー」とはどういうものであり、どこに、どのような形で存在しているのか、テーマごとに見ていきます。
　ジェンダーは私たちの世界や社会の理解、さらには私たち自身のアイデンティティのもとになっています。しかしまさにそれゆえに、目
の前の現象が当たり前と感じ、当たり前ではない可能性について考えにくくなっています。そこで、この講義では、ジェンダーというキー
ワードを用いて社会や世界を見直すことで、「当たり前」で「普通」の事柄に対して、これまでとはどのように違う理解をできるのか、考
えていきたいと思います。

　自分なりの言葉でジェンダーについて説明できるようになる。
　日本や世界で起きている事柄について、ジェンダーの視点で読み解くことができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ジェンダーの社会学

坪田　美貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445105

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

教育

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

言語と映像

60

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

第9回 戦争・軍隊

第7回

第8回

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

セクシュアリティ・パフォーマンス・アイデンティティ①

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

セクシュアリティ・パフォーマンス・アイデンティティ②

60

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

法

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。
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60

第11回

第12回

第13回

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

性と生殖

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

開発とジェンダー

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

第10回

60

国際移動①

60

60

第15回

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

60

国際移動②

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

ジェンダー・民族・宗教

配布プリントを読む。
配布プリントの見直し。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義およびグループワーク。

成績評価の方法
提出物（レスポンスペーパーとレポート）の総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に指定なし。

テキスト
特に指定なし、

参考書
千田有紀・中西祐子・青山薫『ジェンダー論をつかむ』有斐閣、2013．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

＝＝＝＝＝＝＝＝
授業全体の説明をおこない，参考資料などを紹介します．
また，基本的な概念についての概説をおこないます．

（授業内容は，そのときどきの労働をめぐる社会的論点や授業の進捗によって変わることがあります．）

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

日本型雇用慣行（日本的雇用システム）　2

========
日本的雇用システムの特徴について，その形成過程を踏まえて検討します．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

日本型雇用慣行（日本的雇用システム） 3

========
　日本的雇用システムの背景となる社会制度や，日本的雇用システムを中心とする日本的な社会福祉の特徴について検討しま
す．

日本型雇用慣行（日本的雇用システム）　1

＝＝＝＝＝＝＝＝
いわゆる企業における日本型雇用慣行（日本的雇用システム）の基本的特徴について，他の雇用システムを比べながら検討しま
す．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

テーマ・概要
　この授業では労働社会学の入門的講義をおこないます。
　今日の日本社会では、仕事をして報酬を得ることが、生きる糧を得るためのおもな手段となっています。なかでも中心的な仕事の場と
なっているのが、企業や役所で働く雇用労働です。
　そこでこの授業では、現代日本における人びとの暮らしを、仕事や家族や社会福祉をめぐる社会制度、産業構造などの中に位置づけ、制
度や構造の形成過程とその問題点を読み解いていくことを目的とします。
　また、雇用と労働をめぐる権利などについての基礎知識も学習し、非正規雇用の増加や貧困やブラック企業といった今日的なトピック、
ジェンダー的な不平等、背景となる社会福祉制度の枠組みとその問題点などを理解することを目指します。

DP2（課題の発見と解決）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、以下の到達目
標を設定します。

①「労働（はたらくこと）」に関するさまざまなトピックや社会問題について、その成り立ちや問題点を理解し、自分なりの考えを整理で
きるようになる。（DP2、DP6、DP7）
②企業と社員と社会や政治との関係について冷静な社会科学的な視点を身につける。（DP2、DP6、DP7）
③さまざまな資料やデータや文献の見方を学び、自ら調べて確かめる方法と姿勢を身につける。（DP2、DP6、DP7）
④これから生きていく中で、自分自身が、仕事と生活をめぐる問題に直面したときに、冷静に問題に対処できるよう、労働をめぐる法律や
権利などの基礎知識を習得する。（DP2、DP6、DP7）

到達目標

授業の計画と準備学修

労働社会学

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445106

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

キャリア形成 1　（労働市場・移動・賃金）

＝＝＝＝＝＝＝＝
働いて自らのキャリアを形成していくことが，どのような「能力」をめぐって，どのような制度や環境のなかでなされるのか，
どのような問題点があるのかを検討します．

60

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

職場・家庭とジェンダー 1

＝＝＝＝＝＝＝＝
日本型雇用慣行を中心とした社会と，そこで当然とされてきた働き方が，どのような家族のあり方を前提としているのか，今日
どのような問題点が生じているのかを検討します．

第9回

第10回

小括

========
理解を深めるため，ここまでの授業内容をまとめ，補足的なトピックを補います．

第7回

第8回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

キャリア形成 2 （就職と学校）

＝＝＝＝＝＝＝＝
就職活動のあり方と時代による変化，問題点などを検討します．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

職場における仕事の変化と疎外への取り組み　1

＝＝＝＝＝＝＝＝
職場における働き方が，技術革新などによってどのように変化してきたか，働き方による疎外感などについて検討します．

60

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

職場における仕事の変化と疎外への取り組み 2

＝＝＝＝＝＝＝＝
労働における感情の意味などを検討します。

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

- 1786 -



60

第11回

第12回

第13回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

職場・家庭とジェンダー 2

＝＝＝＝＝＝＝＝
家族のあり方の変化や，ジェンダーと労働をめぐる法律の変化などを検討します．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

働き方の多様化，非正規雇用の増加と問題点

＝＝＝＝＝＝＝＝
近年の非正規雇用の増加の流れとその背景，利点や問題点について検討します．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

60

第10回

授業の方法

60

ブラック企業問題

＝＝＝＝＝＝＝＝
近年，若年層を中心に問題となっている，いわゆるブラック企業をめぐる問題について検討します．

60

60

第15回

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む． 60

身近な労働問題

＝＝＝＝＝＝＝＝
労働や生活をめぐる身近な問題の具体例をみながら，これまで学習してきたことを復習し，理解を深めます．

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

授業の総合的なまとめ

【復習】配布資料や参考文献，ノートを読む．

第14回
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ポータルサイトで周知します．

基本的に講義形式でおこないます。講義では学術的な概念を用いるので、適宜小テストをおこないます。小テストの内容については前の回
の授業で予告します。また、到達度の確認と復習のため、中間テストをおこなう可能性があります。
なお、授業の進捗度によって、内容は適宜変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点，小テストや課題，到達度確認テストなどから総合的に評価します。
平常点（授業への参加状況や課題の提出状況） 10%, 小テストおよび課題 30%, 到達度確認テスト 60%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識はとくに必要ありませんが、社会階層論、経済社会学、教育社会学、ジェンダーの社会学、社会調査法を事前に学んでいるとより
理解が深まります。

テキスト
授業時に資料を配付し，テキストとして使用するほか，適宜授業内で指示します．

参考書
佐藤博樹・佐藤厚編『仕事の社会学──変貌する働き方（改訂版）』有斐閣.
上林千惠子編『よくわかる産業社会学』ミネルヴァ書房.
濱口桂一郎『新しい労働社会──雇用システムの再構築へ』岩波書店.
村尾祐美子『労働市場とジェンダー──雇用労働における男女不公平の解消に向けて』
A. R. ホックシールド『管理される心──感情が商品になるとき』
など．その他，授業内で随時指示します．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション「LGBTブーム」

テキスト　pp.1-13. 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

性的マイノリティの分類(2)
カミングアウトとアウティング(1)

テキスト　pp.24-44. 60

性的マイノリティの分類(1)

テキスト　pp.12-22. 60

テーマ・概要
テーマ◇日本社会におけるLGBT　─アイデンティティと制度─
概要◇LGBT等（性的マイノリティ）に対する社会の関心が高まっている。この授業では、社会学の専門科目として、LGBT等に関するアイデ
ンティティと、直面する困難・課題、課題を克服する制度等について扱う。社会科学の一領域であるため、量的調査・法制度にも触れる。

日本社会における性的マイノリティをとりまく歴史・アイデンティティ・制度などを理解する。
また、それらの理解を通じて、性的マイノリティに対して社会がしようとしている「包摂」と、「包摂」がもたらす「排除」に目を向け
る。
セクシュアリティに関する差別や社会的処遇について考えることは、身分の不平等性や外国人差別、ジェンダー構造などについて考える手
がかりになる。社会を多相的に省察できるような認識を獲得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

アイデンティティの社会学

石田　仁

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445107

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

カミングアウトとアウティング(2)
性的マイノリティにとっての学校空間(1) 子どもへの対応

テキスト　pp.24-44.
テキスト　pp.46-74.

60

性的マイノリティにとっての学校空間(2)　性教育の位置づけ

60

テキスト　pp.136-147. 60

第9回 自治体の取り組みと課題

第7回

第8回

テキスト　pp.46-74.

性的マイノリティのメンタルヘルス

テキスト　pp.76-85. 60

性別越境に対する医療・法制度のサポート

60

テキスト　pp.86-102, 118-121, 128-129. 60

婚姻とパートナーシップ制度

テキスト　pp.106-117.
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60

第11回

第12回

第13回

差別禁止法と理解増進法　─国際人権機関と国内法─

テキスト　pp.122-125, 132,154.

LGBTビジネス

テキスト　pp.156-172.

インターセックス（性分化疾患）(1) 性別の科学史

テキスト　pp.174-190.

60

第10回

60

インターセックス（性分化疾患）(2) 身体の性を決める因子を探る研究

120

60

第15回

テキスト　pp.174-190. 60

レズビアンの不可視化　
クィアという政治的態度　
LGBTからSOGIへ

テキスト　pp.84-85, 194-197, 246-253.

「LGBT人口は13人に1人」は信じてよいか　─ウェブ調査の読み解き方─
まとめ

テキスト　pp.224-233, あとがき など。

第14回
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授業終了中・終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義形式。理解度などをはかるため、毎回ポータルアンケートを用いる。

成績評価の方法
履修者の人数で変動する。50名程度以下ならば、期末レポート形式。50名を超える場合は、期末レポート形式もしくはテスト形式とする。
期末レポートあるいはテスト…配点70％。
達成度確認クイズ（単元内容の達成度測るため、ポータルアンケート機能を使う）…配点30％。授業態度を評価に加味することがある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特段の予備知識は必要としないが、さまざまな差別や社会問題、ジェンダーに関する問題に関心を払ってほしい。マイノリティ（少数者）
の問題はマジョリティ（多数者）の問題でもある。非当事者も当事者も関心をもって受講してほしい。社会科学の科目であるため、量的調
査や法制度も扱う。社会調査関係の科目をとってから（とりつつ）本項目を習得すると理解が一層深まる。

テキスト
石田仁『はじめて学ぶLGBT─基礎からトレンドまで─』ナツメ社.

参考書
加藤秀一・石田仁・海老原暁子著『図解雑学ジェンダー』ナツメ社.
風間孝ほか著『教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ』法律文化社.
杉浦郁子ほか編『パートナーシップ・生活と制度』（増補改訂版）緑風出版.
谷口洋幸ほか編『セクシュアリティと法』法律文化社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1792 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　〜なぜ今、コミュニティを議論するのか

【復習】配布資料を読み直す 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

コミュニティとは何か2　〜コミュニティと地域

【予習】両親や祖父母の地域観とその理由を質問する
【復習】参考資料3第5章を読む

90

コミュニティとは何か1　〜コミュニティ概念の展開

【予習】自分が「コミュニティ」だと思うもののリストを作成する
【復習】配布資料を読み直す

90

テーマ・概要
本講義では、社会学の視点からコミュニティについて議論する。
コミュニティは社会学のなかでももっとも古い概念であると同時に、現代社会の政治、経済、社会、文化のあらゆる側面において重視され
ている概念でもある。この講義では、コミュニティという概念の展開について議論するとともに、その概念がなぜこれほどまでに多様に、
かつ、ときに無思慮にもちいられてきたかを議論する。また、近年注目されている社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の議論を整理
し、流動する社会におけるネットワークとコミュニティの関係について整理する。その上で、現代のコミュニティが直面する問題につい
て、身近な具体的例を取り上げて論じる。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）の達成のため、社会学におけるコミュニティという考え方の意義とその難しさにつ
いて理解できるとともに、現代社会においてコミュニティが、そしてそのコミュニティに生きる人々が直面する問題について理解できるよ
うになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

コミュニティの社会学

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445108

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

コミュニティとは何か3　〜コミュニティと都市化、人のつながり

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

90

コミュニティとは何か4　〜コミュニティを支える制度、祭事

90

【予習】社会関係資本をどうすれば測定できるか考える
【復習】配布資料を読み直す

90

第9回 社会関係資本②　〜社会関係資本のダークサイド、社会関係資本は作れるか

第7回

第8回

【予習】自分自身が居住する地域の地域団体（町内会、自治会）を把握する
【復習】配布資料を読み直す

社会ネットワーク①　〜弱い紐帯の強さ

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

90

社会ネットワーク②　〜ネットワーク分析の現在

90

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

90

社会関係資本①　〜信頼とネットワークとその効果

【予習】参考資料4の一部を読む
【復習】配布資料を読み直す
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90

第11回

第12回

第13回

コミュニティの現代的展開1　〜商店街の衰退と再生

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

コミュニティの現代的展開2　〜少子高齢化問題とコミュニティの潜勢力

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

コミュニティの現代的展開3　〜監視社会と安全

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

90

第10回

90

コミュニティの現代的展開4　〜コミュニティをつくる／を活用する

120

90

第15回

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を読み直す

90

場所としてのコミュニティ1　〜伝統でも、モダンでもないコミュニティ

【予習】参考資料2を読む
【復習】参考資料2を読み直す

場所としてのコミュニティ2　〜守るべきものは何か
まとめ

【予習】参考資料2を読む
【復習】すべての配布資料を読み直す

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。履修者数が少なければ、グループによる調査も行う。

成績評価の方法
期末レポート（90%）、平常点（10％）によって行う。
なお、履修者が少なくグループによる発表行う場合には、期末レポート（60%）、グループ発表（30%）、平常点（10%）とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
都市社会学、ボランティア・NPOの社会学、コミュニティ演習などが関連科目として想定される。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
以下のものを指定する。この他のものは適宜講義中に紹介し、配布する。
1. 船津衛・浅川達人『現代コミュニティ論』、放送大学出版会、2006年。
2. デランティ『コミュニティ—グローバル化と社会理論の変容』、NTT出版、2006年。
3. 野沢慎司『リーディングス　ネットワーク論—家族・コミュニティ・社会関係資本』、勁草書房、2006年。
4. パットナム『孤独なボーリング—米国コミュニティの崩壊と再生』、柏書房、2006年。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業全体の説明と、各自の抱いている環境問題について話し合います。

各自自分の身近なあるいは地球規模で気になる環境問題を考えてくること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地球温暖化がわれわれの生活に何をもたらすのか、そして30年後にわれわれはどうなっているのかについて。

環境コンサルタントの方に講義していただきます。 60

日本の環境問題の概略的把握。(戦前から高度経済成長期にかけて）

宮本憲一「日本における環境問題の政策形成」を読む。 60

テーマ・概要
環境問題には、地球温暖化や廃プラスティックなどのグローバルな問題、水俣病や四日市喘息、原発事故など経済発展の負の部分について
のナショナルな問題、景観保全や里山保全、地域での自然エネルギーへの転換などのローカルな問題があります。それらを社会学の枠組み
から具体的な事例に即しながら考えていきます。
授業では、まず環境問題全体を概観し、次に環境社会学についての基礎的な論文を読み、その次に環境問題に取り組む具体的事例を取り上
げ、さらに武蔵野市で活動しているいくつかの環境団体等をも取り上げ、環境問題を身近で感じられるようにします。

環境問題について、それが起こるのはこの社会にある一定の仕組みや構造があるからだということを理解することを目指します。
また、地元武蔵野市を含めた具体的な事例を元に、環境問題はごく身近にあるということを実感してもらおうと思っています。
授業にゲストが参加することもありますが、その時には文献を読むだけでは得られない生き生きとした知識が得られると思いますよ。

到達目標

授業の計画と準備学修

環境社会学

高田　昭彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445109

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

環境社会学のアプローチ（１）（加害・被害論）

舩橋晴俊「公害問題研究の視点と方法——加害・被害・問題解決」 60

環境社会学のアプローチ（２）（生活環境主義）

60

堀川三郎「歴史的環境保全と地域再生——小樽の町並み保存における場所性の争点化」 60

第9回 環境問題への対応の事例（２）（小樽の運河保存運動）

第7回

第8回

古川彰「環境の社会史研究の視点と方法——生活環境主義という方法」

環境社会学のアプローチ（３）（社会的ジレンマ論）

舩橋晴俊「社会的ジレンマ論」 60

自然を「保護すること」と、「保全すること」との違いについて

60

森岡正博「自然を保護することと、人間を保護すること」 60

環境問題への対応の事例（１）（世界遺産「白川郷」の環境問題）

才津祐美子「世界遺産の保全と住民生活ーー「白川郷」を事例として」
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60

第11回

第12回

第13回

環境問題への対応の事例（３）（原発事故による放射能被害と現地の対応）

藤川賢「福島原発事故における被害構造の特徴」

環境問題への対応の事例（４）（逗子の米軍池子弾薬庫返還後の住民運動）

森元孝「普通の主婦と環境ボランティアーー逗子の市民運動から」

環境問題への対応の事例（５）（川越における町並み保全運動）

高田昭彦「川越式ネットワーク——川越一番街の重要伝統的建造物群保存地区の制定をめぐって」

60

第10回

70

武蔵野市環境団体の訪問（１）自然エネルギー

訪問の日時を相談。

訪問の日時を相談。

第15回

市民が自ら「市民協同発電所」を設置した「NPO法人 むさしの市民エネルギー」 訪問の日時を相談。

武蔵野市環境団体の訪問（２）里山再生

武蔵野市境の境山野緑地で雑木林の再生に取り組む「武蔵野の森を育てる会」

武蔵野市環境団体の訪問（３）市の公園の設計・管理

市民が設計した「木の花小路公園」（成蹊大学西門から徒歩３分）を管理している「生きものばんざい
クラブ」

第14回
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授業終了後、あるいはメールでアポイントメントを取って、随時相談を受け付けます。

授業の方法
　配布したテキストを基にレポーターを決め、対話形式で授業を進めます。教室内での積極的な発言を歓迎します。
　受講者の人数によっては班に分けることもあります。
　テキストを読み、希望する受講生には訪問したい環境系の市民団体を紹介します。

成績評価の方法
授業への参加意欲と積極的な発言（25％）、出席点（15％）、期末テスト（問題は事前に知らせる）（60％）により、評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
必要な文献や論文は毎回コピーして渡します。

参考書
『環境社会学研究』（2008年〜2018年）。
成蹊大学 武蔵野地域研究 報告書『武蔵野市のNPO・市民活動』（2012年度〜2018年度）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

生活文化、という言葉の意味するものとは何か

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

時間管理システムの誕生。
手帳・家計簿・カレンダー・そして電子手帳へ――生活管理の文化史。

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

近代＝時間に縛られた衝撃。
時間管理と生活文化。
チャップリンのインパクト――生活は豊かになるのか？

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

テーマ・概要
日本の近代史は西洋化や産業化などの影響から、きわめて変化の激しい時代である。この時代に日本の庶民の生活はどのように変化してき
たか、および、人々はどのようにこの変化を乗り越えて、生活形式を形成してきたか。とくに、「生活」および「文化」という側面に注目
しながらこの歴史を振り返ることによって、現在では当たり前になっている生活の根源を見直す授業である。

DP２(課題の発見と解決)、6（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような目標を
設定する。私たちが当たり前に受け止めているライフスタイルや日常の文化が、実際にはどのような歴史的な経緯を経て作られてきたかを
理解し、私たちの常識を相対化することができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

生活文化史

中江　桂子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445110

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

言語と生活―近代に創出された「国語」
唱歌の誕生・・・「国語」、および、「ふるさと」への社会的感情の創出を考える

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

姿勢（身体技法の生活史
――座位から立位へ。伝統的日本家屋と洋風生活が人間に何を与えた／失わせた、か？

60

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

第9回 ファッションの洋装化とその展開
――日本人は民族衣装が自分で着ることができない唯一の民族？

第7回

第8回

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

世界は広がる。
旅行と旅行誌の誕生――多様な生活文化が知られるとどうなるか？

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

見ることの政治の拡大を考える。
――博覧会から百貨店へ
――消費社会への発展と成熟とは何か

60

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

演歌とフォークソング
――民衆の心情を分かち合う文化と、それを支える生活史

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。
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60

第11回

第12回

第13回

戦争による生活変容の意味
――欲望の縮小化はどのように可能か／政治広告を考える
――今和次郎のアイディア

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

戦後強くなったのは「ストッキングと女性」という言説について
――豊かさとジェンダーを考える。

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

料理番組と食文化の歴史
――テレビメディアからの生活改革――目指すべき健康のありかとは何だったのか。

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

第10回

60

お土産文化、贈答文化の未来
――「こころの秤」の広がりと現代を考える

60

60

第15回

授業内容の復習。
次回プリントあるいはテキストの予習。

60

豊かな生活とは何か、という思想
――「生きられた」時間と空間を求めて

授業内容の復習。
全体の復習。

授業の全体を振り返って――私たちは生活文化の担い手である。

全体の復習

第14回
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授業前後に受け付ける。

授業の方法
授業形式。
コメントを書いてもらい、理解の程度を確認することがある。
受講人数によっては、グループワークも取り入れることがある。

成績評価の方法
試験40％、授業内レポート（コメントシートを含む）40％、授業参加積極性20％を基本とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
現代社会学科の基礎科目の知識を持つことが望ましい。

テキスト
とくになし。

参考書
授業内で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

『教育社会学の対象と方法』
　教育事象を社会事象として分析し考察する教育社会学の意義と特徴について学ぶ。社会の実証的な見方と、教育社会学の対象
と方法を理解する。

【予習】予習・講義記録・復習用に、A4ノート（20〜30枚程度）1冊を用意し教室に持参する。
【復習】講義ノートを読み、新たな気づきや今後の学びについて、400字程度で自分の考えをまとめ
る。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

『家族と子ども』
　子どもが、生物としてのヒトから社会的存在へと育っていく過程において、家族が果たす機能について学ぶ。多様化する現代
の家族像を視野に入れながら、家族に関する社会学の基礎理論を習得する。

【予習】同性カップルの結婚と養子縁組について、アメリカ連邦最高裁判決とその背景について調べ、
要点をノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

『幼児期のケアと教育』
　子どもが、親や家族を離れ、他の子ども集団と過ごす幼児期のケアや教育の機能について学ぶ。社会学の枠組みに基づき、子
どもと「遊び」「集団」「役割」などとの関係を理解する。また、政策形成におけるアンケート調査の位置づけについて基礎的
知識を得る。

『人間の発達と社会化』
　市民革命期の教育思想家による人間形成論を手がかりに、生物としてのヒトが、社会的な存在である人間になっていくことに
ついて考える。また、より近代のピアジェやミードによる心理学の枠組みを学び、人間の「社会化」を理解するための基礎的知
識を得る。

【予習】コメニウス（Jan Amos Comenius,1592-1670）の活躍した時代背景と教育思想について要点を
ノートに記す。
【復習】予習ノートと、講義ノートを照らし合わせ、新たな気づきや今後の学びについて、400字程度
で自分の考えをまとめる。

70

テーマ・概要
　教育社会学は、対象領域の広い学問分野であり、学習者に広い視野と柔軟な思考を求めます。教育を、社会との関わりにおいて理解し分
析する教育社会学の基礎を身につけ、現実の教育現象を多角的に観察・分析・考察することを学びます。
　教育社会学（Sociology of Education）の祖といわれるフランスの社会学者エミール・デュルケム(Emile Durkheim、1858- 1917）は、
教育現象を社会的事実として、客観的・実証的に研究する教育科学（sciences de l’education) の確立をめざしました。その系譜を継ぐ
本講義では、「学び」や教育について考察しますが、「〜〜勉強法」や「指導の技術」は扱いません。しかし、教育社会学の学修によって
得られた概念や理論、実証的な考察方法は、これまで受けてきた教育や今後の大学生活・職業生活を新たな角度から解釈する手助けとなる
ことでしょう。

(1) 社会学の理論で、教育現象を説明できる。
(2) 教育問題を自分の個人的な感想や印象でなく、社会的な背景を含めて、理論的に位置づけて理解できる。
(3) 教育事象についての自分の考えが、どのような社会的文脈で構築されてきたのかを自覚的に理解し、省察することができる。
(4) 教育政策の根拠になっている政府統計や基礎的データをに入手し、その内容や手法を分析することができる。
(5) 調べたこと（予習）、授業で学んだこと（復習）を、簡潔に文章で表現することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育社会学

犬塚　典子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445201

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【予習】居住する自治体の広報紙を入手し，どのような子ども・子育て支援事業が行われているのかを
調べ，要点をノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

『近代学校の成立と特徴』
　初等教育の特性を、教育学と社会学の理論に基づいて理解する。「イニシエーション」「実社会への橋渡し」などの側面か
ら、学校教育の「社会化」「選別」「正当化」などの機能について学ぶ。

70

【予習】法務省ウェブサイトから『平成29年版 犯罪白書』にアクセスし，3-1-4-2図「いじめに起因す
る事件・補導人員の推移」の内容について，その概要と自分の考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

『階層と文化的再生産論』
　職業階層、社会的地位との関係から、現代の教育制度の機能を理解する。社会的格差と学校教育との関係について、近年の理
論や学説を学ぶ。自身が受けてきた教育に対する考えが、どのような社会的文脈で構築されてきたのか省察する。

第9回

第10回

『非行・逸脱と生活指導・教育相談』
　学校における様々な逸脱現象を、構造的な問題や、現代的な特殊要因に焦点をあてて理解する。教育をめぐる問題状況の背景
や原因、また支援のあり方について、仮説を立てて分析を試みられるようにする。

第7回

第8回

【予習】電子政府の総合窓口（e-Gov）より学校教育法施行規則にアクセスし、第1～第19条の要点と，
それに対する自分の考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

『学校化社会』
　教育制度の拡大過程と、中等教育段階の機能について学ぶ。子どもの心身の発達段階や、公教育の組織化という側面から、中
学校・高等学校の教育を多角的に理解する。

【予習】成蹊中学校の創設と「中学校令」について調べ，私立学校と法制度との関係を考察し，自分の
考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

『高等教育の大衆化』
　大学の歴史について概要を学んだ後、大衆化、多様化によってどのような変化が起きているのか考える。少子化・グローバリ
ゼーションによって変わりゆく大学のなかで、自身が学ぶことを相対化し客観的に捉えられるようにする。

70

【予習】マックス・ウェーバー（Max Weber, 1864-1920)の経歴と大学観について調べ、要点をノート
に記す。 
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

『現代日本の教師』
　学校教育制度に欠かせない存在である教師という職業の社会的役割、機能、現在おかれている状況について理解する。諸外国
との比較から、日本の学校と教師の特徴について、仮説を立てて分析を試みられるようにする。

【予習】スポーツ庁ウェブサイトから「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」にアクセ
スし，その概要と自分の考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。
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70

第11回

第12回

第13回

【予習】「隠れたカリキュラム」（Hidden Curriculum)という概念について調べ、その内容と自分の考
えをノートにまとめる。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

『教育政策と教育改革』
　「市場化」「グローバリゼーション」などのマクロな社会動向を理解した後、学習指導要領、学力テストなどの教育改革につ
いて社会学的な考察の視点を身につける。

【予習】日本学生支援機構ウェブサイトにアクセスし，奨学金政策の動向について，その概要と自分の
考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

『ジェンダーと教育』
　社会的、文化的に作られた性差や関係性を示す「ジェンダー」概念を手掛かりに、学校教育の隠された機能について、教育社
会学の理論に基づき考える。

【予習】内閣府ウェブサイト『男女共同参画白書（平成30年度版）』PDF版にアクセスし，「医療職，
医療系学部学生に占める女性の割合」(1‐特‐56図）「女性医師の占める割合」（1‐特‐58図）につ
いて，その概要と自分の考えをノートに記す。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

70

第10回

授業の方法
講義形式で進めていく。学生は、本シラバスに書かれている予習・復習活動を行い、講義ノートを作成する。
各回のテーマや講義の進行に合わせて、理解度を確認するための小テストや到達度確認テストを行う。

70

『共生と教育』
　社会的マイノリティの学習権、多文化社会における教育のあり方について学ぶ。「シティズンシップ教育」、「多文化共生教
育」の理念と内容を理解し、その課題と可能性を考える。

90

120

第15回

【予習】本シラバスの参考書欄に記載されているDVDから1作を選んで視聴し、映画の背景と自分の考え
をノートにまとめる。
【復習】第2回の学習活動と同じ。

120

『生涯学習社会』
　生涯にわたって学び続けることの必要性と意義を理解する。学習メディアや人間関係の変化によって、社会がどのように変
わっていくのか予測し、今後必要とされる調査や研究について考える。

【予習】近隣の生涯学習センター、公民館、民間教育サービス施設から、一施設を訪問し、今後、需要
が高まると考えられるプログラムのチラシなどを入手し、教室に持参する。
【復習】入手した教育プログラムの特徴や背景について考察し、その概要と自分の考えをノートにまと
める。

『現代の教育問題と教育社会学』
　講義の内容を振り返り、重要な論点を整理し、それらに対する自分の考えを述べられるようにする。

【予習】全講義ノートを読み返す。
【復習】学生生活を通して、半期に一度は、講義ノートを読み返す。自らの学生生活や日本の教育事象
を、教育社会学の概念、理論、枠組みによって常に捉えなおしていく。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

成績評価の方法
授業中の活動と到達度確認テストにより評価する。
総合評価に占める割合は，授業中の活動50％，到達度確認テスト50％を目安とする。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の点に着目し、その達成度により評価する。
(1)　社会学の理論を活用して、教育現象を説明できる。
(2)　教育問題を、社会的な背景を含めて、理論的に位置づけて述べることができる。
(3)　実証的な考察手法を身につけ、データや事実を分析、解釈できる。
(4)  理解したことや自分の考えを、簡潔に文章で表現することができる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【関連科目】
　教職科目との関連性が強いが、特に必要な予備知識はない。

テキスト
特に指定しない。プリントを配布し、参考文献を紹介する。

参考書
下記の他、講義の進行に合わせて、参考文献を紹介する。
(1)　デュルケム　『教育と社会学』（誠信書房、1976年）
(2)　ウェーバー　『職業としての学問（改訂版）』（岩波文庫、1980年）
(3)   パーソンズ　『核家族と子どもの社会化（上）（下）』（黎明書房、1970・1971年）
(4)   イリッチ　『脱学校の社会』（東京創元社、1977年）
(5)   アリエス 『〈子供〉の誕生』（みすず書房、1980年）
(6) 　ウィリス  『ハマータウンの野郎ども』（筑摩書房、1985年）
(7)    ブルデュー／パスロン 『再生産—教育・社会・文化』（藤原書店、1991年）
(8)    近藤博之・岩井八郎　『教育の社会学』（放送大学教育振興会、2015年）
(9)    広田照幸監修　『リーディングス　日本の教育と社会（全20巻）』（日本図書センター、2006〜2009年）
(10)  加野芳正　『アカデミック・ウーマン−女性学者の社会学』（東信堂、1988年）
(11)   内田良　『柔道事故』（河出書房新社、2013年）
(12)  西村大志・松浦雄介編『映画は社会学する』（法律文化社、2016年）
(13)  日本教育社会学会編『教育社会学のフロンティア１－学問としての展開と課題』（岩波書店，2017年）

DVD　(＊は、大学図書館所蔵）
(1)  『炎のランナー』（1981年、イギリス、＊） 
(2)  『青春の輝き』（1992年、アメリカ、＊）
(3)　『17歳のカルテ』（1999年、アメリカ、＊）
(4)　『リトル・ダンサー』（2000年、イギリス、＊）
(5)  『パリ20区、僕たちのクラス」（2008年、フランス、＊）
(6)　『しあわせの隠れ場所』（2010年、アメリカ、＊）
(7)  『ちいさな哲学者たち』（2009年、フランス、＊）
(8)  『ぼくたちのムッシュ・ラザール』（2011年、カナダ、＊）
(9)  『ローマの教室で　我らの佳き日々』（2015年、イタリア）
(10)  『6才のボクが、大人になるまで。』（2015年、アメリカ）
(11）『桐島、部活やめるってよ』（2016年、日本、＊）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1808 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション：不平等はなぜ問題なのか

＝＝＝＝＝＝＝＝
授業全体の流れを説明します．社会階層論で使うデータや資料などについて説明し，残った時間で基本的な概念や，社会的な不
平等が問題となる理由などについて解説します．これらの概念については該当するトピックを扱う際に復習します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代社会の社会階層２：　社会階層の再生産と機会の平等(1)

＝＝＝＝＝＝＝＝
親と子の社会階層の「再生産」は，社会階層論の中心的テーマの一つです．親の地位によって子の地位が決まってしまう社会
は，機会が不平等で個人の努力が実を結ばない閉鎖的な社会だと考えられるからです．
　はじめに，階層の再生産や機会の平等などを，データから分析する方法を学びます．
【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

現代社会の社会階層１：社会階層とは何か

＝＝＝＝＝＝＝＝
社会学的な「社会階層」の概念と，その関連概念について説明します．社会階層と社会階級との違い，社会階層が規定する社会
意識としての「階層意識」についても説明します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

テーマ・概要
この講義では、現代社会のさまざまな不平等を分析する、社会階層論の授業をおこないます。社会階層論では、仕事上の地位や収入や学歴
など、人びとのさまざまな上下関係を「社会階層」として捉えます。さまざまな社会階層が生じたり、時代によって変化したりする様子を
実証的に分析し、社会階層が人びとの暮らしや意識に影響を与える仕組みを明らかにします。

(1) 現代社会の社会階層：　仕事や働き方を中心に、階層的な不平等が生まれたり再生産されたりするメカニズムを検討します。親子間の
社会階層の再生産、学歴社会の意味、といった現代的なトピックを検討します。

(2) 社会階層と階層意識：　受講者自身の実感とも結びつけやすい階層意識のトピックに向かいます。教員自身の研究成果もふまえなが
ら、上流・中流・下流といった階層アイデンティティや、生活満足感や幸福感などの意識、人びとが享受する生き方の自由と、社会階層と
の関係について学びます。また、人間関係がもたらす社会的サポートの格差などについても学び、「平等な社会」の可能性について考えま
す。

(3) データ分析の基礎を，量的な分析手法を中心にして学びます．社会調査法・量的調査法を用いた分析結果や文献の読み方を身につけま
す．

DP2（課題の発見と解決）、DP6（文化現象の総合的理解）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、以下の到達目
標を設定します。
①現代社会の不平等について、身近な経験や実感から連想するだけでなく、社会全体の状況として把握する力を身につける。（DP2、DP6、
DP7）
②社会の構造から影響を受けつつ社会を作り出す行為者として、自分自身を社会の中に位置づける思考力を身につける。（DP2、DP6、
DP7）
③さまざまな不平等がどのように形成されるのか、いつ・なぜ問題になるのかを理解する。そのうえで、社会問題としての不平等の解決に
ついて考える力を身につける。（DP2、DP6、DP7）

到達目標

授業の計画と準備学修

社会階層論

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151445202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

現代社会の社会階層3：　社会階層の再生産と機会の平等(2)

＝＝＝＝＝＝＝＝
親と子の社会階層の「再生産」は，社会階層論の中心的テーマの一つです．親の地位によって子の地位が決まってしまう社会
は，機会が不平等で個人の努力が実を結ばない閉鎖的な社会だと考えられるからです．
　前回学んだ方法を用いて，階層再生産をめぐる戦後から現在までの流れを分析・検討します．
【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

現代社会の社会階層4：社会階層と教育，学歴社会

＝＝＝＝＝＝＝＝
教育は，人びとをさまざまな仕事に振り分ける媒介として機能し，本人の努力を反映する業績主義の指標とも考えられてきまし
た．社会階層と教育，教育と仕事や収入との関係を学びます．

60

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

第9回 社会階層と階層意識１：階層意識とは何か

＝＝＝＝＝＝＝＝
ときに，人びとの「意識」は純粋に個人的な事柄と考えられがちです．しかし，人びとの「意識」や「態度」は，その人の社会
階層による影響を受けています．ここでは社会階層と階層意識との関係について理解します．

第7回

第8回

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

現代社会の社会階層5：増加する非正規雇用と仕事の変化

＝＝＝＝＝＝＝＝
近年，非正規雇用の増加に象徴される雇用の流動化が進み，新卒採用・終身雇用・性別分業という従来の職業構造は変化しつつ
あります．正規雇用と非正規雇用の格差や，非正規雇用の担い手の変化などについて検討します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

現代社会の社会階層6：女性の労働と性別分業

＝＝＝＝＝＝＝＝
今日の日本社会では女性のフルタイム就業が進み，片働きから共働きへと働き方が変わってきました．また男性の非正規雇用も
増加し，夫婦ともに非正規雇用であることも珍しくなくなっています．ここでは日本社会の男女格差や，共働き夫婦のワーク・
ライフ・バランス，性別分業をめぐる問題点などを検討します．

60

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

小括

＝＝＝＝＝＝＝＝
ここまでの授業で学んだことについて復習し，理解を深めます．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．
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60

第11回

第12回

第13回

社会階層と階層意識２：社会階層とアイデンティティ

＝＝＝＝＝＝＝＝
人びとは，社会の中に自らを位置づけながら生活を送っています．ここでは，日本の「総中流社会」をめぐる論争ともなった
「階層帰属意識（階層アイデンティティ）」をめぐり，戦後の「中流意識」の趨勢や，人びとのアイデンティティが「個人化」
している可能性などを検討します．
【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

社会階層と階層意識３：社会階層と暮らしの満足・幸福・自由

＝＝＝＝＝＝＝＝
私たちの生活満足感や幸福感，私たちの自由についての実感は，職業的な地位や経済的な裕福さ，家族関係などによってどのよ
うに規定されているのでしょうか．こうしたさまざまな「主観的福祉」と社会階層との関連を検討します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

社会階層と階層意識４：社会階層と結婚・出産，家族形成

＝＝＝＝＝＝＝＝
非正規雇用の拡大や雇用の不安定化といった変化は，職業的地位や収入の格差とともに，結婚や出産などの家族形成における格
差をもたらしているとされます．こうした側面から，機会の不平等について検討します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

60

第10回

60

社会階層と階層意識５：社会階層とサポートネットワーク (1)

＝＝＝＝＝＝＝＝
人びとは他者との人間関係（ネットワーク）を形成し，その中で生活しています．人間関係から切り離され，支援（サポート）
を得られない人びとは，社会的孤立や排除の状態にあるとされ，社会問題として近年注目されるトピックです．

60

60

第15回

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む． 60

社会階層と階層意識6：社会階層とサポートネットワーク (2)

＝＝＝＝＝＝＝＝
災害や貧困，失業などで困ったとき，他人からサポートが得られることは大きな助けとなります．しかしこうしたサポートを利
用する機会は，果たして誰でも自由に使えるものなのでしょうか．
　ここでは，人間関係や社会的サポートの有無にも，社会階層との関連があることを学び，その仕組みを検討します．
【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

まとめ

＝＝＝＝＝＝＝＝
この授業で学んだことについて総合的に復習します．

【復習】授業資料や授業内で紹介した文献を読む．

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
基本的に講義形式でおこないます。講義では学術的な概念を用いるので、到達度の確認と復習のため、適宜、小テストや中間テストをおこ
なう可能性があります。
なお、授業の進捗度によって、内容は適宜変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点、小テストや課題、到達度確認テストなどから総合的に評価します。
平常点（授業への参加状況や課題の提出状況） 10%, 小テストおよび課題 30%, 到達度確認テスト 60%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識はとくに必要ありませんが、労働社会学、経済社会学、教育社会学、ジェンダーの社会学、社会調査法を事前に学んでいるとより
理解が深まります。

テキスト
授業時に資料を配付し、テキストとして使用します。
その他、適宜授業内で指定します。

参考書
以下の文献を中心に、参考図書や論文は随時指定します。

武川正吾・白波瀬佐和子編, 2012, 『格差社会の福祉と意識』東京大学出版会.
盛山和夫ほか編, 2011, 『日本の社会階層とそのメカニズム──不平等を問い直す』白桃書房.
竹ノ下弘久, 2013, 『仕事と不平等の社会学』弘文堂.
原純輔・盛山和夫, 1999, 『社会階層──豊かさの中の不平等』東京大学出版会.
山田昌弘・小林盾編, 2015, 『ライフスタイルとライフコース──データで読む現代社会』新曜社.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　〜変動する社会における個人の経験

【復習】家族の経験を聞き取る 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【ライフコース研究の概念と方法3〜9】
社会的地位と社会的役割、役割移行

【予習】参考文献を読む
【復習】自分の社会的地位、社会的役割を確認し、その将来を予想する

60

ライフサイクルとは何か　〜発達心理学・役割理論の発展と限界

【予習】自分のこれまでの人生を段階として振り返る
【復習】ハンドアウトと付属資料を読み直す

90

テーマ・概要
10歳のときから多くの人が働き始める社会で生きることと、22歳で働き始める社会で生きることは、同じ働くということでもまったく異な
る経験となるだろう。そして、働き始めるという一見普遍的な事柄は、社会の変化によってそのタイミングも、個人にとっての意味も、具
体的な内容も常に変化するものであった。
本講義で扱うライフコース・アプローチは、人間の一生を普遍的な過程としてとらえるのではなく、社会的・歴史的コンテクスト（文脈）
によって構築されたものとみなす点から出発する。そして、人々の人生がその年齢や時代、世代によって影響を受け、変化してゆく過程を
理解する、学際的な手法となっている。このライフコースという考え方の意義や、実践方法について1学期間を通して議論する。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）の達成のため、ライフコースという視点の意味と限界を理解し、現代社会における
個人の経験を年齢、歴史、世代という3つの観点からとらえるための基礎的な知識や概念を学び、活用することができるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ライフコースの社会学

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445203

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

時間の導入　〜変化と持続をとらえる

【予習】参考文献を読む
【復習】自分のライフイベントカレンダーを作成する

60

年齢・時代・コーホート　〜APC効果

60

【予習】21世紀出生児縦断調査のサイトを調べる
【復習】21世紀出生児縦断調査の報告書を読む

90

第9回 ライフコースを量的に観察する　〜長期継続調査、長期パネル調査の活用

第7回

第8回

【予習】参考文献を読む
【復習】家族の経験をAPC空間に図示する

世代と家族時間、タイミング

【予習】参考文献を読む
【復習】自分の家族の家族時間を整理する

90

コンボイ

90

【予習】参考文献を読む
【復習】自分のコンボイを概念図として描く

60

ライフコースを質的に観察する　〜ライフヒストリーの聞き取り

【予習】配布資料を読む
【復習】配布資料を再読する
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90

第11回

第12回

第13回

【現代社会とライフコース 10〜14】
高齢化社会とライフコースの変容

【予習】『高齢社会白書』を読む
【復習】『高齢社会白書』を再読する

経済不況とライフコース　〜大恐慌と平成不況、就職活動の変遷

【予習】就職活動について両親に聞き取りをする
【復習】現在の就職活動の実態を調べる

悲劇とライフコース　〜震災経験と世代

【予習】阪神大震災について調べる
【復習】鑑賞した映像資料の感想をまとめる

90

第10回

90

文化とライフコース　〜文化を支える技術（テクノロジー）

90

60

第15回

【予習】自分自身の音楽体験を言語化する
【復習】配布資料を読み込む

90

想像力とライフコース　〜未来イメージと都市

【予習】2030年の将来像を考える
【復習】配布資料を読み込む

まとめ

【復習】すべてのハンドアウトを再読する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行う。履修者数が少なければ、グループによる調査も行う。また、講義では映画の鑑賞を行うなど映像資料も用いる。

成績評価の方法
期末レポート（90％）と平常点（10％）によって行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「家族社会学」と深い関係をもつため、あわせて履修することでより理解が深まる。

テキスト
とくに指定しない。

参考書
講義時に適宜紹介する。主とするものは以下である。
・嶋崎尚子 2008 『ライフコースの社会学 (早稲田社会学ブックレット—社会学のポテンシャル)』 学文社．
また、重要文献としては以下があげられる（絶版が多い）。
・エルダー 1997 『新版・大恐慌の子どもたち—社会変動と人間発達』明石書店．
・ハレーブン 2001 『家族時間と産業時間 新装版』早稲田大学出版部．
・プラース 1985 『日本人の生き方—現代における成熟のドラマ』岩波書店．
・エルダー・ジール 2003 『ライフコース研究の方法』明石書店．
・エルダー・ジール 2013 『ライフコース研究の技法』明石書店．

内閣府共生社会政策統括官『高齢社会白書』：{http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html}
厚生労働省「21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）」{http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/27-9.html}
厚生労働省「21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）」{http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/27-22.html}

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業計画全体の説明と、各自の関心のある社会問題およびボランティア・NPOについて議論する。

日本社会において今何が問題であるかを考えてくること。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

NPOとボランティアとの関連について

早瀬　昇「NPOとボランティア」 60分

NPOは何かということと、日本社会におけるNPOの現状について

山岡義典「NPOの意義と現状」 60分

テーマ・概要
　現在、ボランティアやNPOは普通によく聞く言葉となっています。両者の大きな違いは、ボランティアは個人、NPOは組織を指していると
ころにあります。ボランティアは日本では1995年の阪神淡路大震災から、NPOは1998年のNPO法の成立から社会的に注目されるようになりま
した。しかしNPOは、ボランティアの自発的参加がなければ存立できません。両者は切っても切れない関係にあります。その実際を文献や
事例から明らかにし、企業や行政との違いをはっきりさせます。また大学周辺のNPOや市民団体の訪問も行います。

　学生諸君が、NPOや市民活動を理解し、ボランティアを奇特な変った人たちと見るのではなく、地域のいろいろな人と友達になって、自
らの活動をどんどん新しい領域に広げていき、将来的には社会とのつながりをもった悔いのない生き方がおくれるようになることを目指し
ます。みなさんは、権威があるとされる有名人の意見やマスコミの報道を鵜呑みにするのではなく、自分で見て、考えて、行動する人（つ
まり「市民」）になっていただきたいと考えています。

到達目標

授業の計画と準備学修

ボランティア・ＮＰＯの社会学

高田　昭彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445204

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

NPOと企業との関連について

田代正美「NPOと企業の社会貢献」 60分

NPOと行政との関連について

60分

奥地圭子『NPO実践講座（１）』 60分

第9回 「子どもにかかわる民間教育活動を組織化する――東京シューレの事例から」

第7回

第8回

久住剛「NPOと自治体行政」

日本におけるNPOの歴史について

高田昭彦『市民運動としてのNPO』 60分

「市民．住民参加の環境改善活動を組織化する――グラウンドワーク三島の事例から」

60分

渡辺豊博『NPO実践講座（１）』 60分

「高齢者・障害者の在宅福祉活動を組織化する――ケア・センターやわらぎの事例から」

石川治江『NPO実践講座（１）』
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60分

第11回

第12回

第13回

「琵琶湖の環境保全を推進する活動――自主事業を主とした団体の事例から」

藤井絢子『NPO実践講座（３）』

「テンミリオンハウス・くるみの木」あるいは「テンミリオンハウス・月見路」の活動について

『武蔵野地域研究報告書』（2014）

上記の団体を訪問

各自質問を１つ考えてくること。

60分

第10回

訪問先の都合に合わせて
日時を決める。

「ひびのさんち」あるいは「みどりの縁側」の活動について

60分

訪問先の都合に合わせて
日時を決める。

第15回

『武蔵野地域研究報告書』（2018） 60分

上記の団体を訪問。

各自質問を１つ考えてくること。

講義全体のまとめ。

各自が特に感銘を受けたNPOを発表し、全員で討議する。

第14回
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講義終了後に直接、あるいはメールや電話で連絡してください。いつでも応じます。

授業の方法
　配布したテキストを基にレポーターを決め、対話形式で授業を進める。教室内での積極的な発言を歓迎する。
 授業に支障をきたさない範囲で、大学の周囲にあるNPOあるいは市民団体を訪問して、市民活動の実際に触れる。

成績評価の方法
授業への意欲(25%)と出席(15%)、期末試験(60%)により、評価する。
なお、試験問題は事前に発表する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
本講義の次の時間の授業、火曜日４限の「武蔵野地域研究」（成蹊教養カリ）は、本講義の実践編とも言うべき授業なので、同時に履修す
ることを薦めます。

テキスト
コピーを事前に配付します。

参考書
　山岡義典編『NPO基礎講座』（1〜3）、ぎょうせい、1997年〜1999年。（新版2005年）
　山岡義典編『NPO実践講座』（1〜3）、ぎょうせい、2000年〜2003年。
 髙田昭彦『市民運動としてのNPOーー１９９０年代のNPO法成立に向けた市民の動き』風間書房、２０１８年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明する

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の概要や授業計画、成績評価方法などを把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文化とは何か（２）
・20世紀初頭の大都市における大衆文化の開花を把握する
・シカゴ学派の都市社会学やカルチュラルスタディーズによる文化のとらえ方を理解する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

文化とは何か（１）
・「文化」概念の成立と変容を把握し、文化社会学が扱う領域を概観する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

テーマ・概要
この授業では、社会学の視点から「文化」にアプローチしていく。まずは、社会学的な問いの対象としての「文化」概念を検討し、20世紀
以降の大衆文化の誕生を説明する。その上で、資本主義や消費社会、国民国家、グローバリゼーション、ジェンダーなど多様な視点に着目
しながら、文化と社会の関係性や文化形成の原理を考えていく。授業では写真や映像、新聞・雑誌の記事などの資料も積極的に活用し、授
業内容に関する具体的事例を取り上げる。

DP２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
①社会学の研究対象としての文化の概念を理解し、主な理論を説明できる。
②自分が興味を持つ文化現象を発見し、その形成と変容を授業で学んだ諸理論および様々な社会変動との関連の中で論じることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

文化社会学

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445205

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

資本としての文化（１）
・文化産業論や文化資本論、知識産業論、クリエイティブ産業論などの考え方を把握し、資本主義経済と文化の関係を考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

資本としての文化（２）
・東京ディズニーランドや創造都市などの事例を検討しながら、前回学修した諸理論への理解をかめる

60

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

第9回 越境する文化（１）
・文化帝国主義とオリエンタリズム、文化のグローバル化などをめぐる議論を把握する

第7回

第8回

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

差異としての文化（１）
・消費社会論や記号論、カルチュラルスタディーズなどの考え方を把握し、消費社会と文化の関係を考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

差異としての文化（２）
・ファッションやブランド、ショッピングモールなどの事例を検討しながら、前回学修した諸理論への理解を深める

60

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

前半のとりまとめ

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。
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60

第11回

第12回

第13回

越境する文化（２）
・ハリウッド映画とディズニーのアニメーション、K-POPなどの事例を検討しながら、前回学修した諸理論への理解を深める

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

ジェンダーの文化政治（１）
・アイデンティティとフェミニズム、ジェンダーという視点から現代社会と文化の関係を考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

ジェンダーの文化政治（２）
・日常的なメディアや消費空間の事例を挙げながら、現代日本社会で描かれる女性／男性のイメージ・役割について考察する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

第10回

60

ネットワーキングする文化
・ネット社会の到来による文化の変容を、市民運動や新しいプラットフォーム・メディアの登場、フェイクニュースなどの事例
を挙げながら考察する

60

60

第15回

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

60

現代文化としての観光・地域社会
・現代の消費文化としての観光を、J.Urry「観光のまなざし」やS. Zukin「Authenticity」などの議論から考察する
・事例として昭和ノスタルジー・下町ブームを検討する

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

全体のとりまとめ

【復習】配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについて説明できるよ
うにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。毎回プリントを配布し、事例に関するビジュアル資料も活用しながら進めていく。内容理解度を確認するため、コメントペー
パーの提出を求めることがある。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況、コメントペーパー：50％）とレポート（50％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
『現代文化論――新しい人文知とは何か』、吉見俊哉、有斐閣、2000円＋税、ISBN-10: 464122076X

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

【オリエンテーション+スポーツ社会学の概要】
ガイダンス（授業の概要・成績評価の方法）やスポーツ社会学/社会学という学問領域の説明

【予習】
シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【スポーツの成立と発展】
近代社会の成立と近代スポーツの成立について考える。特に両者の特徴および両者の並行性や「近代」という時代について考え
る。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

【社会学的想像力の発揮】
　スポーツマンガと社会の関連性を考える。社会学的視点の応用をデモンストレーションする。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

テーマ・概要
本講義の目的は、スポーツという社会的・文化的現象を通して、私たちの生きるこの社会についての洞察を深めることである。
社会的現象としてのスポーツは、単に競技やレジャーにおける実践としてあるわけではなく、さまざまな意味や価値が付与されたものであ
り、私たちの生きる社会そのものでもある。そのため本講義では、スポーツそのものが抱える文化的・社会的意義や課題を理解することを
目指すとともに、現代社会においてスポーツという現象が占める社会的位置について学習することで、スポーツそのものと社会についてお
よび両者のつながりについて理解を深める。

・スポーツ社会学の基礎的な知識や考え方を理解し説明することができる。
・スポーツの意義や課題を社会学的な視点から考察することができる。
・スポーツを通して現代社会の特質や課題を説明することができる。
・以上の点から、社会とスポーツの関係について考察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

スポーツ社会学

渡　正

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445206

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

【スポーツと階級性】
近代スポーツのもつ特徴である、スポーツマンシップやアスレティシズムといった概念がどのような社会において産まれたのか
を考える。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

【近代オリンピック】
近代オリンピックはいかなる理由によって誕生し、そこにはどんな特徴があるのかを考える。また、オリンピックムーブメント
とオリンピック憲章についての理解を深める。

60

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

第9回 【スポーツと政治】
スポーツは決して純粋無垢な現象ではない。1936年のベルリン・オリンピックはナチスドイツのユダヤ人迫害を隠蔽するために
政治利用された。あるいは、スポーツ自体が人種差別などのさまざまな社会的な問題を発露させてきた。こうしたスポーツと政
治について考える。

第7回

第8回

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

【オリンピックと都市】
第2次大戦後から現代におけるスポーツと都市（開発）について概観する。特に1964年、72年、98年とこれまでに日本で行われた
オリンピックと都市の問題に着目し、2020年のオリンピック・パラリンピックについて理解を深める。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

【スポーツのグローバリゼーション】
イギリスで誕生したスポーツはどのように現在のような全世界的な社会的・文化的現象へと変化していったのか。またそれに
よってスポーツの特徴にはどのような変化があったのかを考える。

60

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

【スポーツとナショナリズム】
スポーツが生む熱狂はどのような社会的効果をもつだろうか。特に、「国」を代表すること、「◯◯人」であることとは、いか
なることかというナショナリズム・ナショナルアイデンティティの観点から考える。

【予習】
第7回までの授業内容について確認しておく。
【復習】
修得できていなかった内容について確認し理解に務める。
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60

第11回

第12回

第13回

【スポーツとメディア・消費社会】
スポーツとメディアは現在ではお互いがお互いを必要としている相互依存的なものである。このメディアの存在はスポーツに
とってどのようなものであるのかを考える。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

【ジェンダー・セクシュアリティとスポーツ】
　スポーツにおいてジェンダーやセクシュアリティはどのように扱われてきただろうか。また逆にジェンダーやセクシュアリ
ティの観点からスポーツをどのように捉えることができるだろうか。こうした「性」のあり様とスポーツの関連を考える。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

【パラリンピックと日本】
パラリンピックとはなんだろうか。パラリンピックの開催は日本社会にどのような影響を与えてきたのか。日本社会はパラリン
ピックや障害者スポーツをどのように捉えてきたのかを考える。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

第10回

60

【障害者スポーツ】
障害者スポーツとはいったいどのような営みなのか。そしてそれは、「近代スポーツ」とどのような関係を切り結んで来て、今
後どうなっていくべきなのか。障害者スポーツという現象それ自体を考えるとともに、そこからスポーツそれ自体の未来も考え
る。

60

60

第15回

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

60

【日本の体育・スポーツ】
日本において、体育・スポーツはどのように開始されたのか。また、日本の体育・スポーツの文化的特質とは一体どのようなも
のだろうか。日本のスポーツの特徴や部活動の在り方、体育の意味を社会学的に考察する

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

【システム論からみたスポーツ】
これまで見てきたように、スポーツは社会と密接に関連している。では、こうしたスポーツ自体は社会にたいしてどのような影
響を与えているのだろうか。本時では、現代社会におけるスポーツの社会的機能を社会システム論という視点から考察する。

【予習】
前回授業時提示する予習課題に取り組み、授業テーマに関する基礎的知識を学んでおく。
【復習】
講義で提示する本時のテーマに関わる課題に取り組み、ポータルサイト上あるいは次回授業時に提出す
る。

第14回
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授業終了時に教室で受け付けるとともに、随時、電子メールやポータルサイト上でも受け付ける。

授業の方法
各回のテーマに即した資料（スライド・ビデオ・配布資料等）や教科書を用いながら、基本的には講義形式で授業を進める。
ただし、出来る限り受講生同士の能動的な学習（ワーク）やディスカッションの時間を設けるためノートパソコンやタブレットPC等を積極
的に活用すること。
授業計画は進行状況により多少前後したり変更したりする場合がある。
授業は原則として1回に一つのテーマで実施するが、それぞれは相互に関連するため、テーマごとのつながりを意識してほしい。

成績評価の方法
授業中の取り組み（出席課題や授業中のワークへの取り組み）：30％
授業外の取り組み（事前課題・事後課題への取り組み）：20％
課題レポート：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
・提示されたり指示されたりしたワークやディスカッションに積極的に取り組めているか。
・スポーツにかかわる諸現象について社会学的な視点から理解・考察し説明できるか。
・スポーツが内包する現代的な課題を理解し説明することができるか。
・現代社会の課題や可能性について、スポーツを具体例として理解・考察し説明することができるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に必要としないが、現代社会学科開設科目における学修内容は本講義にも深く関連するため、これまでの学修を自ら積極的に活用してほ
しい。
講義のスライドおよび必要な資料等は適宜ポータルサイトにアップロードするため、授業の予習・復習等のため頻繁にチェックし活用する
こと。

テキスト
必要に応じて資料を配布します。

参考書
井上俊・菊幸一編著（2012）『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房．
井上俊・亀山佳明編（1999）『スポーツ文化を学ぶ人のために』世界思想社．
日本スポーツ社会学会編（2013）『21世紀のスポーツ社会学』創文企画．

上記以外にも授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業で扱う内容、進め方、復習の仕方、コメントシートの書き方、評価の方法を説明する。
受講者の関心について把握する。

【予習】第1回目の授業で皆さんには経済や社会と関連した各自の関心をコメントシートに記入し、提
出してもらうので、論文、著書、ニュースなどをみて、準備をしてください。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

経済社会学の過去と現在
・社会学者がどのように経済現象にとりくんできたのかを明らかにし、その一般的な関心を共有する。また近年の経済社会学の
動向を紹介する。

【復習】関心のあるトピックについて重点的に調べてみる。 60

経済社会学の特徴
・社会学は経済学的に、経済学は社会学的になっているという見方もあり、両分野の垣根は低くなっているともいわれていま
す。その上で、どのような関心の違いや特徴があるのかを明らかにする。

【復習】経済学的なトピックと考えられているものを調べる。それに対して社会学がどのようにアプ
ローチしてきたのか（してこなかったのか）Google ScholarやCiNiiなどで調査する。

60

テーマ・概要
経済社会学は経済現象や経済的行為を社会学的にとらえる社会学の一領域である。すでに経済学が経済を対象とした固有の方法として存在
しているが、本講義では社会学（者）がどのように経済現象や経済的行為にアプローチしてきたのか、その歴史的変遷を示したうえで、現
代における経済社会学の関心およびその意義を明らかにする。講義では経済社会学の理論的な側面だけではなく、様々なトピック（例えば
制度、ネットワーク、ジェンダー、労働、社会階層、家族、教育、学校など）を取り上げた上で、現代社会の諸問題に関する理論的な見方
そして社会調査や実験による測り方についての理解を深める。なお、受講者の関心に従って内容を変更する場合もあるので、初回のガイダ
ンス時に積極的に関心や問題意識を示してもらいたい。

（1）経済社会学の歴史的変遷をおさえる
（2）現代における経済社会学の特徴とアプローチを理解する
（3）関心のある社会・経済的現象について、経済社会学の理論や方法を適用する
知識を身につけるだけではなく、それを活用した社会の見方を習得することを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

経済社会学

藤原　翔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445207

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

経済社会学の重要トピック1
・マクロ社会学的視点からみた経済について検討する。

【復習】とりあげた複数のトピックのうち、1つをとりあげ重点的に調べる。 60

経済社会学の重要トピック2
・経済制度と経済行動の社会学について検討する。

60

【復習】格差のメカニズムを複数の視点からとらえる。 60

第9回 仕事、職業の社会学1
・これまで社会学が仕事や職業にどのようにアプローチしてきたのかを説明する。また近年の格差論との関連も明らかにする。
・中間試験の結果についての説明も行う。

第7回

第8回

【復習】とりあげた複数のトピックのうち、1つをとりあげ重点的に調べる。

経済社会学の重要トピック3
・企業、組織、産業の社会学について検討する。

【復習】とりあげた複数のトピックのうち、1つをとりあげ重点的に調べる。 60

経済と社会の見方・測り方
・社会をモデルでみるための方法を中心に説明する。

120

【復習】とりあげた複数の方法のうち、1つをとりあげ重点的に調べる。 60

前半のまとめ・中間試験

【予習】これまでの講義内容を踏まえて、キーワードや方法などについて、説明できるようにするこ
と。基本的な理解度を確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

仕事、職業の社会学2
・職業、仕事、階級がひとびとの経済生活とどのように関連しているのかを明らかにする。

【復習】格差生成のメカニズムをモデルとして示す。

教育制度の社会学
・学校と他の制度との関連を明らかする。またジェンダーの問題についても同時に扱う。

【復習】日本における学校制度がもし今と異なっていたら、人々の行為にどのような変化が見られるの
かを理論的に予測する。

文化と消費の社会学
・文化と消費における格差の実態とメカニズムを説明する。

【復習】ある文化的活動や消費について、なぜ階層的な格差が生じるのかについて複数のメカニズムを
考える。また授業で扱わなかった活動・消費について予測する。

60

第10回

60

国際比較からみた経済と社会
・国際比較の視点から、経済と社会にアプローチする方法を、実証分析を例に示す。

60

180

第15回

【復習】関心のある国の制度を調べ、日本とどのような違いがあるのか、またそれが人々の行為にどの
ように異なる影響を与えうるのかを考える。

60

到達度確認テスト

【予習】これまでの講義内容を踏まえた上で、経済社会学の扱ってきた問題を理解すること。各自の関
心について、経済社会学的アプローチを適用すること。

到達度確認テストについてのコメントおよび授業のまとめ

【復習】コメントとまとめを踏まえて、到達度確認テストで不十分であった点を理解する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
配布資料を基に講義形式で行うが、受講生からの質問・疑問を歓迎する。授業終了時にコメントペーパーを配布し、授業内容を踏まえた上
でのコメントを提出することが求められる。中間試験と最終授業内試験については、必ず授業の内容を踏まえた上で解答する必要がある。

成績評価の方法
授業内のコメントペーパー（40%）、中間試験（20%）、最終授業内試験（40%）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にない。

テキスト
特にない。必要な資料については授業時に配布する。

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「ガイダンス」
・授業の進め方と、成績評価について説明します。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ授業の形式を把握しておいてください。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準等について確認してください。

30

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「境界確定問題：科学と疑似科学」
・科学と疑似科学の境界を明確に区別するためにはどうしたらよいのかという問題関心が科学哲学においてどのようにして生ま
れてきたのかを学び、そうした考えの有効性と限界について幾つかの事例をもとに考えます。

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

60

「近代科学の成立」
・ヨーロッパにおける科学の制度化について知り、科学者集団の性質について考えます。

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

60

テーマ・概要
現代を生きる私たちの生活のなかには、様々なかたちでテクノロジーや科学的知識が入り込んでいます。翌日の予定を決めるために天気予
報を見たり、SNS上で原発問題についての特定の意見をお気に入りに入れたりすることを通じて、私たちはある種の知識を特に科学的知識
として信頼するということを実は行っています。しかし、その時私たちが用いている「何が科学的知識なのか」という基準は本当にきちん
と根拠づけられたものになっているでしょうか。この講義ではこれまでの科学哲学・科学社会学が論じてきた様々な「科学の基準」につい
て学んだ後、公害問題・地球温暖化・原発問題・歴史修正主義といった自然科学・社会科学にまたがる具体的な問題を題材に、科学とそう
でないものの境界はいかにして引くことができるのかを考えていきます。

科学的知識のあり方が、社会的文脈によって強く規定されていることを理解できるようになること。同時にそれぞれの文脈において科学的
知識とそうでないものは実践的に区別できるということを学ぶこと。

到達目標

授業の計画と準備学修

科学技術の社会学

河村　賢

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445208

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「科学と反証可能性」
・科学と疑似科学を分ける基準として提示された反証可能性の概念と、それに対する批判について学びます。

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

60

「科学とパラダイム」
・科学哲学者トマス・クーンが導入したパラダイム論の基本的な考え方を学びます。

60

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。温暖化懐疑論と創造科学のような言説との類似点・差異はどのあたりにあるか考えてみましょ
う。

60

第9回 地球温暖化問題（１）
・地球温暖化問題の概要と、「地球温暖化問題など本当は存在しない」とする懐疑派の議論について検討します。

第7回

第8回

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

「科学の社会学」
・科学的知識の生産過程において社会的要因が効いていることを論じてきた科学社会学の潮流について学びます。

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

60

「実践としての科学」
・実験室において実験や観測といった実践がいかにして行なわれているかをフィールドワークによって調べることで、科学とい
う実践の特徴を記述しようとしたエスノメソドロジーの達成について学びます。

60

【復習】授業で扱った科学哲学の内容について、伊勢田（2002）や別途授業中指示した参考文献を読ん
でみましょう。

60

公害問題
・戦後日本で問題となった水俣病の事例をもとに、不確実性が存在するときの科学的知識にまつわる判断はどのようにして行っ
たらよいのかを考えます。

【復習】水俣病について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしましょう。ま
た予防原則はどのような場面に要求されるものなのか考えてみましょう。
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60

第11回

第12回

第13回

地球温暖化問題（２）
・地球温暖化問題に対する懐疑派の議論を批判的に検討することで、科学と疑似科学を実践的に区別するために必要なことは何
かを学びます。

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。温暖化において予防原則はどのようにして適用されるべきか考えてみましょう。

原発問題（１）
・原発推進／脱原発という議論の対立を概観した後、両陣営においてしばしば疑似科学的な知識が紛れ込む実態について学びま
す。

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。資源・エネルギー政策の決定はどのような知識に基づいて行われるべきか考えてみましょう。

原発問題（２）
・原発推進／脱原発という議論の対立において、科学と疑似科学を実践的に区別するために必要なことは何かを学びます。

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。放射線被害という不確実性の高い問題に関して、いかにして望ましい判断を行うことができる
か考えてみましょう。

60

第10回

60

歴史修正主義（１）
・ナチスドイツによるホロコーストの実在性を否定するなど、自国の過去の戦争犯罪を否認するタイプの議論は歴史修正主義と
呼ばれます。ドイツや日本の事例をもとに、歴史修正主義の主張においていかにして疑似科学的な主張が用いられているのかを
学びます。

60

60

第15回

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。欧米の歴史修正主義と温暖化懐疑論の異同について考えてみましょう。

60

歴史修正主義（２）
・歴史修正主義の問題において、科学と疑似科学を実践的に区別するために必要なことは何かを学びます。

【復習】地球温暖化問題について授業中指示した参考文献を読んだり、映像作品の続きを見たりしま
しょう。欧米の歴史修正主義と日本の歴史修正主義の異同について考えてみましょう。

まとめ
・成績評価について報告し、授業全体を総括します。

【復習】これまでの講義資料を振り返りながら中間レポートへの講評を読みなし、最終レポートへのブ
ラッシュアップを行いましょう。

第14回
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随時、電子メール（kawamura0823@gmail.com）で受け付けます。また授業終了後に教室でも受け付けます。

授業の方法
シラバスに沿ってスライドを使用した講義を行います。前半7回は下記の参考書などに基づき、科学哲学と科学社会学の基本的な考え方に
ついて講義します。毎回の講義の最後10分間は、質問や感想をコメントペーパーに記入する時間とします。

成績評価の方法
①第10回前後に締切となる中間レポート（800字程度）②第15回終了後に締切となる最終レポート（1,800字程度）③出席点の三つの項目で
成績判定を行います。中間レポートと最終レポートの課題は同一のものです。提出された中間レポートには、400字程度の講評を付けて返
却します。最終レポートは、その講評を踏まえてよりよいものに書き直すことが条件となります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
特に指定しません。

参考書
伊勢田哲治, 2002年, 『疑似科学と科学の哲学』名古屋大学出版会. また各トピックに関連する参考文献は授業内で適宜指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
グローバリゼーション：「正解」がない、日々変わっていく問題をどのように考えたらいいのか？15回の講義を通じて鍵となる
２つのメッセージを提示します。
15回の講義予定、レポート課題、評価方法の概要を紹介します。

予習として、学生自身の生活と「離れた場所や人」との接点を探し、3項目をノートに書き出しておく
こと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

グローバルな都市　昨日までの世界と何が違うのか？
金融、製造、情報通信が国境を超えてつながった結果、一部の大都市とそれ以外の都市や地方との間に、これまでとは異なる役
割の分担が起きています。このシフトは、国の経済成長に国家・政府が果たしてきた役割を再編するとともに、都市では仕事や
住居などの面で、富裕層と貧困層・不安定な暮らしをする人たちへの「二極化」につながっています。この回では、グローバリ
ゼーションに関する主な論点の一つについて考えてみます。

予習として、富裕層と貧困層や不安定な暮らしをする人たちへの「二極化」に関連する過去１年の
ニュースから興味あるテーマを取り上げ、500字程度の解説文（概要、気になった点）を書いておくこ
と。

60

グローバリゼーションと食べること
健康的だとされ外国でも人気のある「日本食」も、それ以外に私たちが食べているものも、食料供給システムのグローバリゼー
ションで実現されたものです。しかし、世界中に広がってしまった「フードシステム」は、例えば外国の農地収奪、水産資源の
乱獲や水の大量利用、農家の経営難、食品加工工場で働く労働者の環境など、さまざまな問題を生んでいます。食と農の安全安
心を取り戻そうとする動きは、食と農、消費者と生産者の「関係を結び直す」ことでもあります。

予習として、「食」と「農」に関連する過去１年のニュースから興味あるテーマを取り上げ500字程度
の解説文（概要、気になった点）を書いておくこと（講義で使用します。以下同じ）。

60

テーマ・概要
朝、身支度を整え、朝食を取る。授業の時間に合わせて家を出て、電車に乗る。途中、コンビニで用事を済ませてからキャンパスに到着す
る。たったこれだけのことが、何カ国もの国、何百人もの人たちの仕事に支えられています。私たちがあたりまえにしていることで、誰か
が新しいチャンスを得たり、大事にしていたものをなくしてしまったりすることもあるかもしれません。グローバリゼーションが進み、世
界中を結ぶ人、もの、金、情報の交流と支え合いが当たり前になった世界に私たちは暮らしています。
では、グローバリゼーションはいつから始まったのでしょうか。グローバリゼーションの時代とは、それまでの時代と何が違うのでしょう
か。グローバリゼーションは、人を幸せにしているのでしょうか、それとも不幸にしているのでしょうか。グローバリゼーションという言
葉が現れてもう何十年も経ちましたが、こんな基本的な問いについてさえ、決まった答えはありません。そのうえ、グローバリゼーション
は現在進行中で、重要なプレーヤーや大事な出来事が、毎日のように入れ替わっていきます。
この講義では、グローバリゼーションに関連して世界で起きている様々な出来事を紹介しながら、「私たちの生活に密接に関わる」にもか
かわらず「立場によって見方が異な、毎日のように状況が変わっていく」課題を知り、考え、対処の仕方を決めていく練習をしていきたい
と思います。

３つのポイントに重点を置き、グローバリゼーションが進行する現代社会について、基本的な論点と、具体的なトピックを考える力を伸ば
すことをめざします。
１）グローバリゼーションに関する基本的な論点（論点の食い違い）を学習し、立場によって見方が異なる課題をいくつかの方向から検討
する方法を身につける。
２）グローバリゼーションが毎日の暮らしに現れる場面（日本、アジア、アフリカなどのケース）に触れ、離れた場所で起きているできご
とと私たちの暮らし、過去に起きたできごとと今の社会とのつながりを見つける発想を身につける。
３）グローバリゼーションが進む中で、地域社会や人の暮らしを支える新しい取り組みに触れ、考えや能力の異なる人や組織が協力する方
法や、自分の立場で関わることのできる方法を考える経験を得る。

到達目標

授業の計画と準備学修

グローバリゼーションの社会学

渡部　厚志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445209

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

移民とケア労働の構造化　フィリピンの「英雄たち」と家族
世界中で２億人を超える人が生まれた国とは違う国で暮らしています。なかには、国民の10人に1人が外国にいるという国もあり
ます。移民や移動労働者は、グローバルに展開される経済と社会の活動に欠かせませんが、彼らは受入国でただ「働く」だけの
人ではなく、家族やコミュニティとの国境を越えたつながりを保っていることが多くあります。この回では、フィリピン出の移
民とその人達の家族のケアを例に、グローバリゼーションによる豊かさや安全の「階層化」を考えます。

予習として、学生自身や家族の「ケア（例：育児、介護、家事など）」を誰が担っているのか、その負
担がこの20年でどのように変わったのかを調べ、500字程度にまとめておくこと。

60

グローバルな資源とリスクのローカルな分配　タイの都会化した農村で
グローバリゼーションが「農民の暮らしを壊す」ことは、グローバリズムに反対する人たちの主な論点の一つです。ただし、こ
ういう論点が、ときに「農民は先祖代々の土地をずっと守っていきたいと願っている」というような、外の人の願望を押し付け
てしまうことにもなりかねません。社会、経済、自然の環境が変わっていく中で、毎日の行動や将来の希望が変わることはさほ
どおかしなことではありません。グローバリゼーションに影響されながら生きている人たちが「守るもの」や「変えるもの」に
ついて考察します。

60

予習として、「伝統」が再評価されている事例を調べ、500字程度の解説文（概要、グローバリゼー
ションとの関係についての考察）を書いておくこと。

60

第9回 「私たちらしさ」の創出（１）　タイ「足るを知る経済」
グローバリズムへの反発から、しばしば「わたしたちの伝統」や「本当の姿、生き方」を訴え、取り戻そうとする動きがありま
す。中には「本当」とは程遠いものもありますが、「本当」でないからと言って、何の意味もないわけではありません。タイの
前国王が提唱し国家開発の「ガイディング・フィロソフィー」とされた「足るを知る経済」と、「足るを知る経済」モデルと
なったある農村を例に、「私たちらしさ」が作られ、活用される様子を考えます。

第7回

第8回

予習として、学生自身や友人、家族の「仕事」が、他の国や地域とどのように関係するのか、その関係
は過去20年でどのように変わったのかを考察し、500字程度にまとめておくこと。

グローバリゼーションの前のグローバリゼーション　昨日までの世界と今日とのつながり
グローバリゼーションは20世紀後半の新自由主義でも19世紀の帝国主義でもなく、大航海時代の前から起きていたのだという人
たちもいます。ヨーロッパ中心のグローバリゼーションが起きる前に、世界の各地にはモノ、情報の活発な交流がありました。
また、各国の経済や社会が発展した20世紀やグローバリゼーションの進む現代でも、日常的に国境を超えた移動や交流を行う生
活をする人は数多くいます。金融、IT、移民などとは異なるグローバリゼーションの側面を考察します。

予習として、自分の関心ある分野または地域で、日常的に国境を超える活動（仕事、買い物、情報交換
など）が行われているケースがないか調べ、500字程度の解説文（概要、グローバリゼーションとの関
係についての考察）を書いておくこと。

60

「私たち」のなかの「異質な人たち」（１）タイ「後進地域」の発明
グローバリゼーションが、国の経済、社会や文化を壊すと思うかもしれません。しかし、国境の中には同じ文化を共有する国民
（だけ）が暮らしているという形が、いつでもどこでも当てはまるわけではありません。国の形を作る中で、内側に「異質な人
たち」が発見ないし発明されていくことを、タイ東北地方を例に考えます。

60

予習として、大都市とそれ以外の地域（郊外、農村など）との「違い」に関する過去１年のニュースか
ら興味あるテーマを調べ、500字程度の解説文（概要、グローバリゼーションとの関係についての考
察）を書いておくこと。

60

「私たち」のなかの「異質な人たち」（２）タイ「赤と黄」の街角闘争
　グローバリゼーションが進行する現代の世界で、「私たちの国の経済、社会、文化」を守りたい、豊かにしたいという政治や
社会の運動は活発化しています。そうした運動は、国や地域にもともとあった文化や社会の仕組みも、新しく手に入ったものも
積極的に用います。ときには、前回、紹介したタイ東北地方の人々のような「異質な人たち」であることが、運動や争いの焦点
になることがあります。

予習として、大都市とそれ以外の地域（郊外、農村など）との「共通点」に関する過去１年のニュース
から興味あるテーマを調べ、500字程度の解説文（概要、グローバリゼーションとの関係についての考
察）を書いておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

「私たちらしさ」の創出（２）　インドネシア「歴史を語る」人々
グローバリゼーションは、今とこれからのことだけではありません。ある国や地域で「私たちの過去」を思い出し確認する方法
にも、グローバリゼーションが作用しています。インドネシアのある島の人たちの「歴史語り」を例に、グローバルなものとの
つながりの確認が、ローカルな「私たち」の姿を作り、共有することには欠かせないのではないかという可能性を考察します。

予習として。受講後、地域や国の「過去」を再発見している事例を調べ、500字程度の解説文（概要、
グローバリゼーションとの関係についての考察）を書いておくこと。

安全と安心（１）　安全が「公共インフラ」ではない世界
グローバリゼーションが進むと、国家の機能が弱体化すると言われます。安全・安心もそのように切り詰められることのある機
能のひとつです。国家に頼ることなく安全を確保する方法を探すという試みは、先進国にも途上国にも多くの例がありますし、
グローバリゼーション以前からの例もあります。ただ、グローバリゼーションへの対応（適応）は、そのように「自分たちで安
全を確保する」方法をやや極端なものとすることがあります。そのことを、アフリカとアメリカを例に考察します。

予習として、安全や安心に関する過去１年のニュースから興味あるテーマを一つ取り上げ、500字程度
の解説文（概要、グローバリゼーションとの関係についての考察）を書いておくこと。

安全と安心（２）　福島原発事故のあとで
グローバリゼーションは、経済、社会や環境のリスクに大きな影響を与えています。リスクが顕在化したときに受けるダメージ
は特定の地域やグループの人に集まることが多く、リスクに対処する技術や資源も、誰もが平等に持っているわけではありませ
ん。それでも、リスクに対処して生きていく方法を探るなかで、地域やグループ（例えば住民と外部専門家）の新しい関係が生
まれることもあります。福島原発事故のあとで行われた地域の試みを例にグローバリゼーションが進む中「安全・安心」を作る
方法を考えます。
予習として、気になる「リスク」を一つ取り上げ、そのリスクが現実になったときに誰が被害をうける
のか、どんな方法で対処できるのかを考察し、500字程度でまとめておくこと。

60

第10回

60

未来と関わるいくつかの方法（１）企業が「グローバルなサステナビリティ」のために担う役割
国家による企業活動への規制が緩和され、多国籍企業の力が国家を凌ぐほどになっていることは、現代のグローバリゼーション
の特徴のひとつです。企業の役割は、ものやサービスを作って消費者に売るだけではありません。ものやサービスの生産、流
通、消費のあり方に関するルールを政府や国際機関と協力して作ったり、地方自治体と一緒に地域の活性化に貢献したり、消費
者と一緒に新しいサービスやものを開発したりします。このような、従来の役割を超える活動が、グローバルやローカルな社会
に果たす役割を考えます。

60

60

第15回

予習として、身近な企業のCSR報告をウェブサイトなどで入手し、地域や環境・社会・経済のサステナ
ビリティに貢献する方法を調べ、500字程度の解説文（概要、気になったこと）を書いておくこと。

60

未来と関わるいくつかの方法（２）持続可能な地域と暮らしを作る試行錯誤
地域の資源をうまく活用して地域の社会や経済を豊かにしていこうという取り組みが、世界中に広がっています。なかには2030
年や2050年など、未来の地域の姿を描く野心的な計画を作る地域もあります。ただ、地域も世界も毎日のように状況が変わって
いくので、「計画通り」に進むことはまれです。この回は、国内外の地域での取り組みを例に、変化する状況や予想外の出来事
から学び、新しい仲間や目的を得て、柔軟に形を変えていくことが鍵となるのかもしれません。

予習として、学生が育った地域または今住んでいる地域で作られている未来のビジョンや計画を読み、
私たちがどんな方法で参加できるのか調べ、500字程度の解説文（概要、グローバリゼーションとの関
係についての考察）を書いておくこと。

まとめ
これまでの14回で、日本や他の国の毎日の暮らしに現れる様々なグローバリゼーションの形を見てきました。また、現代のグ
ローバリゼーションや、ずっと昔のグローバリゼーションの姿も見てきました。最終回では、これまで考察してきたポイントを
振り返り、最初に提示した2つのメッセージを考え直します。

事前に過去14回の講義内容を復習しておくこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
大半の回でパワーポイントを使用します。
各回テーマを詳しく学習したい場合に参考になる文献やウェブサイトを紹介します。

成績評価の方法
タームペーパー　60％
課題は第１回目の授業で配布、その後もSEIKEI PORTALで入手可能とする。
講義への参加（予習で準備した500字解説文✕13回および講義中の発言、質問）　40％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
教科書は指定しません。

参考書
第2回から14回の参考になる本や論文、ウェブサイトを、第１回目の授業で指定します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1840 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

日本の社会保障制度の特徴と変遷

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代の貧困

配布資料を読み、自分の考えをまとめる。 60

社会保障の役割と機能

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。 60

テーマ・概要
流動化が進む今日の社会の中で、私たちが、働いてお金を稼ぎ、心身の健康を保ち、子どもを育てていこうとする時、「健康で安心し、満
足できる生活状態」を意味する「well-being」から学ぶことは多い。この授業では、社会福祉の基本的視点と体系、具体的な制度を学ぶこ
とを通して、生活の質を良くする仕組みについて考える。

ＤＰ２「課題の発見と解決」、ＤＰ７「問題発見能力および多面的な分析能力」を実現するため、以下の２点を到達目標とする。
①日本の社会福祉の考え方と特徴、現在の問題を理解する。
②福祉サービスの特徴と種類を知り、自分が利用する時にはどうするかを思い描けるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会福祉概論

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445210

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

社会福祉の法律

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。 60

少子高齢化時代とライフコース

60

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。 60

第9回 雇用保険制度など、社会福祉の体系

第7回

第8回

これまでの授業内容を受け、自分自身に引きつけながら、意見をまとめる。

家族・ジェンダーと社会福祉

授業の内容に即して、自分の意見をまとめる。 60

社会保険とは何か

60

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。 60

公的年金制度・医療保険制度

テキストの該当箇所を読み、プリントを復習する。
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60

第11回

第12回

第13回

ソーシャルワーク、高齢者福祉①

文献を読み、自分の意見をまとめる。

高齢者福祉②

文献を読み、自分の意見をまとめる。

障害者福祉

文献を読み、自分の意見をまとめる。

60

第10回

60

子ども家庭福祉

60

120

第15回

文献を読み、自分の意見をまとめる。 60

到達度確認テスト

これまでの学習内容を復習し、到達度確認テストに備える。

到達度確認テストの解説・質疑応答

到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、さらなる理解に努める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回プリントを配布し、必要に応じてインターネットや映像等を使いながら、講義を行う。

成績評価の方法
到達度確認テスト（60％）と、授業中の課題（40％）で、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、「社会福祉事業史」「地域福祉論」「老人福祉論」がある。

テキスト
授業で配布するプリント
厚生労働省，2017，『平成29年版　厚生労働白書』（インターネットで閲覧可能）．

参考書
山縣文治・岡田忠克編，2016，『よくわかる社会福祉　第11版』ミネルヴァ書房．
最低賃金を引き上げる会，2009，『最低賃金で1か月暮らしてみました。』亜紀書房．
湯浅誠，2008，『反貧困——すべり台社会からの脱出』岩波新書．
神原文子，2010，『子づれシングル—ひとり親家族の自立と社会的支援—』 明石書店．など

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イギリスの産業革命と工場法、新救貧法

配布資料を読み、理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

アメリカの社会福祉とソーシャルワーク

配布資料を読み、理解する。 60

イギリスの民間社会福祉――貧困調査、慈善組織協会（COS)、セツルメント運動

配布資料を読み、理解する。 60

テーマ・概要
今の“福祉”につながる制度は、どのような時代状況の中で生まれ、どう変化してきたのか。また、国や社会によって“福祉”をめぐる考
え方や制度にどのような特徴があるのか。この授業では、主に近代以降の欧米と日本の社会福祉の歴史を学び、異なる時代や社会の福祉の
あり方との比較を通して、現在の日本の福祉制度の位置付けを知る。

DP１「教養の修得」、DP２「課題の発見と解決」、DP７「問題発見能力および多面的な分析能力」を実現するため、以下の２点を到達目標
とする。
①社会福祉の分野において、基本的な概念や主要な政策とされてきたものを知り、重要な法律や団体、人物等の名とその関係性を理解す
る。
②時代の流れがどう政策に反映されてきたのかを知り、動いていく時代の中で、福祉はどのように変化していけばいいのか、自分なりの意
見を持てるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会福祉事業史

澁谷　智子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445211

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

社会保険の誕生――ドイツとイギリス

配布資料を読み、理解する。 60

戦争と人的資本の健康管理――ベヴァリッジ報告と戦後イギリス福祉国家の形成

60

配布資料を読み、理解する。 60

第9回 戦争と戦後の国民生活――厚生省の創設、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の制定

第7回

第8回

配布資料を読み、理解する。

北欧の社会福祉とノーマライゼーションの理念

配布資料を読み、理解する。 60

明治の産業発展と救貧制度、慈善救済事業

60

配布資料を読み、理解する。 60

恐慌と社会事業の成立――方面委員制度、セツルメント運動、救護法制定、児童・母子保護

配布資料を読み、理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

高度経済成長と福祉六法体制――精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法の制定

文献を読み、自分の意見をまとめる。

70年代の福祉国家の危機と再編――イギリス等の福祉政策の転換、日本型福祉社会構想

文献を読み、自分の意見をまとめる。

日本の社会福祉計画――ゴールドプラン、障害者プラン、エンゼルプラン

文献を読み、自分の意見をまとめる。

60

第10回

60

高齢社会と介護保険制度の創設、東アジアの社会福祉

60

120

第15回

文献を読み、自分の意見をまとめる。 60

到達度確認テスト

これまでの学習内容を復習し、到達度確認テストに備える。

到達度確認テストの解説・質疑応答

到達度確認テストの結果を受けて、この授業を振り返り、さらなる理解に努める。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
毎回プリントを配布し、必要に応じて映像やインターネット等を使いながら、講義を行う。

成績評価の方法
到達度確認テスト（60％）と平常点（授業中の課題など）（40％）で、総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、「社会福祉概論」「地域福祉論」「老人福祉論」がある。

テキスト
授業で配布するプリント

参考書
清水教惠・朴光駿編著，2011，『よくわかる社会福祉の歴史』ミネルヴァ書房．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

社会調査の目的と意義

【復習】配布プリントを再読する 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

調査方法論

【予習】教科書166~167ページを読む
【復習】教科書と配布プリントを再読する

60

社会調査史

【復習】配布プリントを再読する 60

テーマ・概要
社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を学ぶ．

DP2（課題の発見と解決），6（文化現象の総合的理解）を実現するために，社会調査の意義と諸類型について，基礎的知識と理論的枠組み
を身につけることを目標とします．

到達目標

授業の計画と準備学修

社会調査入門

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445305

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プライバシー，人権

【予習】教科書184~185ページを読む
【復習】教科書と配布プリントを再読する

60

世論操作

60

【復習】配布プリントを再読する 60

第9回 社会を1つの個体として捉える（事例研究法）

第7回

第8回

【復習】配布プリントを再読する

社会を量的に捉える（量的調査）

【復習】配布プリントを再読する 60

社会を質的に捉える（質的調査）

60

【復習】配布プリントを再読する 60

社会を複数の個体として捉える（統計的調査）

【復習】配布プリントを再読する
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60

第11回

第12回

第13回

国の姿を調べる（国勢調査）

【復習】配布プリントを再読する

経済や生活を調べる（官庁統計）

【復習】配布プリントを再読する

人びとはどう考えているのか（世論調査）

【復習】配布プリントを再読する

60

第10回

60

人びとはなにを欲しがっているのか（市場調査）

60

60

第15回

【復習】配布プリントを再読する 60

世の中はいまどうなっているのか（学術調査）

【復習】配布プリントを再読する

まとめ

【復習】配布プリントを再読する

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義．

成績評価の方法
平常点10%，提出物（論文・レポートなど）10%，試験80%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムA）．課程登録者以外でも履修できます．

テキスト
金井雅之・小林盾・渡邉大輔編『社会調査の応用』弘文堂，ISBN: 978-4335551512

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

【調査の企画 1〜2】
調査目的を決める（調査目的）

【予習】教科書2-1を読む
【復習】調査の企画を考える

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【仮説構成 3〜4】
仮説を立てる（仮説構成）

【予習】教科書2-2を読む
【復習】調査テーマを決め、仮説案を考える

90

調査方法を決める（調査方法の決め方，調査企画と設計）

【予習】教科書2-1を再読する
【復習】調査の方法を計画する

90

テーマ・概要
社会調査によって資料やデータを収集し，分析しうる形にまで整理していく具体的な方法を学ぶ．

DP2（課題の発見と解決），6（文化現象の総合的理解）を実現するために，社会調査による資料収集について，基礎的知識と理論的枠組み
を理解できるようになる．

到達目標

授業の計画と準備学修

社会調査の方法

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445306

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

仮説を確認する（仮説の検証）

【予習】教科書2-3を読む
【復習】仮説を明確に立てる

90

【サンプリング 5〜7】
対象と地域を選定する（全数調査と標本調査，無作為抽出）

90

【予習】教科書1-0-2，2-4を読む
【復習】質問文と選択肢のセットを作る

90

第9回 選択肢を作る（操作的定義，尺度）

第7回

第8回

【予習】教科書2-6を読む
【復習】居住自治体とその隣接自治体の人口統計を調べる

標本を選ぶ（サンプリングの諸方法）

【予習】教科書2-6を読む
【復習】演習問題を解く

90

どれだけの標本が必要か（標本数と誤差）

90

【予習】配布資料を読む
【復習】演習問題を解く

90

【調査票の構成と質問文の作り方 8〜10】
質問文を作る（ワーディング）

【予習】教科書2-4を読む
【復習】質問文を実際に作る
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90

第11回

第12回

第13回

調査票を構成する（フェイスシート）

【予習】教科書2-5を読む
【復習】調査票全体の設計をする

【調査の方法 11〜12】
実査の準備をする（実査の方法）

【予習】教科書2-7を読む
【復習】演習問題を解く

実施する（調査票の配布と回収法）

【予習】教科書2-7を読む
【復習】演習問題を解く

90

第10回

90

【調査データの整理 13〜15】
データを集計する（エディティング，コーディング）

120

90

第15回

【予習】教科書2-8を読む
【復習】演習問題を解く

90

データを整理する（データクリーニング，コードブック作成）

【予習】教科書2-9を読む
【復習】調査の企画を考える

まとめ

【復習】配布プリントをすべて再読する

第14回
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ポータルサイトで周知する

授業の方法
講義

成績評価の方法
平常点（グループ課題を含む、40%）, 提出物（論文・レポートなど、60%）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムB）．課程登録者以外でも履修できます．

テキスト
『社会調査の応用』，金井雅之・小林盾・渡邉大輔編，弘文堂

参考書
講義時に指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

（統計資料の整理）
1．統計資料を整理する（既存統計資料の収集と読み方）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3．データをグラフにする（グラフの読み方）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

2．データを表にする（単純集計，度数分布）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

テーマ・概要
官庁統計や簡単な調査報告を読むための基本的知識を学ぶ．

DP2（課題の発見と解決），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，社会調査データ
を用いた基本的な資料とデータの分析方法について理解し，また実際に分析を行い，データを解釈する能力を身につけることが目標とな
る．

到達目標

授業の計画と準備学修

量的調査入門（統計学）

渡邉　悟史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445301

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

（記述統計）
4．データの代表を表現する1（代表値，平均）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

5．データの代表を表現する2（中央値，最頻値）

90

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

第9回 （関連を調べる）
9．データから関連を読みとる（散布図，クロス集計表）

第7回

第8回

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

6．データの散らばりを表現する1（分散）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

7．データの散らばりを表現する2（標準偏差

90

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

8．違いを調べる（平均の比較）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く
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90

第11回

第12回

第13回

10．関連を数値にする1（相関係数）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

11．関連を数値にする2（順序相関）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

（因果関係と相関関係）
12．原因を調べる（因果関係と相関関係の区別）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

90

第10回

90

13．見かけの原因を見ぬく（擬似相関）

90

90

第15回

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

14．隠れた原因を見つける（変数のコントロール）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

15．まとめ

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的に講義。講義時に出題される課題を解くこと，講義の復習をすることが求められる．

成績評価の方法
平常点(25%),提出物(論文・レポートなど、25%),試験(50%)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムC）だが、課程登録者以外でも履修できます．

テキスト
『社会調査の応用』，金井雅之・小林盾・渡邉大輔編，2012，弘文堂，2,400円

参考書
授業中に適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

質的調査とは何か：目的とデータ収集方法の種類

【復習】配布プリントを読み直す 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

フィールドワーク2：事例

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

フィールドワーク1：目的とデータ収集方法

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

テーマ・概要
質的調査のデータ収集方法と分析方法について学ぶ。フィールドワーク、インタビュー、ライフヒストリー分析、ドキュメント分析、内容
分析について、その目的とデータ収集方法を理解する。また、実際にそれぞれの方法を用いて行われた調査を事例として参照し、それぞれ
の方法がどのような目的に適し、どのようなことを解明してきたのかを考察する。その後、質的調査の進め方について具体的に学ぶ。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために、質的調査の技法
と分析方法を習得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

質的調査入門（資料分析）

坪田　美貴

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151445302

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

インタビュー1：目的とデータ収集方法

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

インタビュー2：事例

120

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントを読み直し、会話分析かライフヒストリー分析を用いたミニレポートを書く

90

第9回 ライフヒストリー分析2：事例

第7回

第8回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】フィールドワークかインタビュー調査を行ったミニレポートを書く

会話分析1：目的とデータ収集方法

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

会話分析2：事例

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

ライフヒストリー分析1：目的とデータ収集方法

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す
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90

第11回

第12回

第13回

ドキュメント分析：目的とデータ収集方法、事例

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

内容分析1：目的とデータ収集方法

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

内容分析2：事例

【予習】配布する参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直した上で、内容分析を使ったミニレポートを書く

90

第10回

120

質的調査の企画・設計

120

120

第15回

【予習】配布する参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントを読み直し、質的調査の企画・設計を行う。

120

質的調査のデータ収集・分析

【復習】質的調査を行う

質的調査の公表・倫理

【復習】配布プリントを読み直し、質的調査をレポートにまとめる

第14回

- 1863 -



授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
講義、および、演習形式。

成績評価の方法
提出物（論文・レポートなど。40％）、平常点（30％）、議論への貢献度（30％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムF）．課程登録者以外でも履修できます。

テキスト
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

参考書
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

関連を表す（相関係数）

【復習】教科書2-10と配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

原因はなにか2（偏相関係数）

【復習】教科書1-3と配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

原因はなにか1（疑似相関，変数のコントロール）

【復習】教科書1-1と配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

テーマ・概要
統計的データをまとめたり分析したりするために必要な，基礎的な統計学的知識を学ぶ．

社会統計学について，基礎的知識と理論的枠組みを身につけることを目標とします．　
DP2（課題の発見と解決），DP6（文化現象の総合的理解），DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため，以下の到達目
標を設定します．
(1) 実際の全国調査データを使用した実習を通じて，さまざまな社会的・文化的トピックについて総合的に理解する．（DP6）
(2) 学生が自らの関心に照らして，具体的な社会問題を分析の課題として設定できる力を身につける．（DP2，DP7）
(3) 各自の課題に対して，実際の全国調査データを用いた実習により，複数の分析手法と多面的な要因を考慮しつつ分析する能力を身につ
ける．（DP2，DP7）

到達目標

授業の計画と準備学修

量的調査法（統計分析）

内藤　準

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445303

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

偶然を表現する（変数，期待値）

【復習】配布プリントを再読し、課題の演習問題を解く 90

データの形を調べる（正規分布）

90

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

第9回 母集団ではどうなっているのか（検定の理論，中心極限定理，標準誤差）

第7回

第8回

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

標本から母集団を推定する（記述統計と推測統計，推定の理論）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

平均を推定する（信頼区間）

90

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

3つの分布の違い（母集団分布，標本分布，標本平均の分布）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く
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90

第11回

第12回

第13回

仮説を立てる（帰無仮説と対立仮説，背理法）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

データと仮説のずれを調べる（検定統計量，有意確率，帰無仮説の棄却）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

検定での注意点（両側検定と片側検定，第一種の誤りと第二種の誤り）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

90

第10回

90

母集団でも差はあるのか（平均の差の検定，比率の差の検定）

120

90

第15回

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く 90

母集団でも関連はあるのか（独立性の検定）

【復習】配布プリントを読み、課題の演習問題を解く

まとめ

【復習】配布プリントをすべて再読し、間違えた演習問題をもう一度解く

第14回
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授業中・授業後に教室で受け付ける．

授業の方法
講義。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況など）10%，期末試験（プレゼンテーション・論文など）40%，提出物（課題・レポートなど）50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する．/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムD）だが、課程登録者以外でも履修できます．

テキスト
『社会調査の応用』，金井雅之・小林盾・渡邉大輔編，弘文堂，2,400円

参考書
授業中に適宜指示する．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・今後の授業計画と進め方、成績評価方法、授業時間外の実習内容などについて説明する

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義の概要や授業計画、成績評価方法などを把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

インタビュー（１）
・インタビュー法の種類、プロセス、実習時の注意点、記録の作成方法などを解説する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

社会調査と質的調査
・社会調査の意味、質的調査と量的調査の違いについて解説する
・質的調査の特徴と種類、意義、調査倫理などを学ぶ

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

テーマ・概要
社会調査の方法のうち、質的調査に関する基礎的知識と手法を身につけるための授業である。具体的には、インタビュー、参与観察、ライ
フストーリー分析、ドキュメント分析などについて、さまざまな調査の実例を検討しながら、各手法の特徴と意義、実施のプロセス、利用
上の注意点などを解説していく。受講者には授業外の時間を活用して質的調査の実習に取り組み、質的研究の実際に触れてもらう。とりわ
けレポートや卒論において質的な調査研究をやってみたいと考えている人には、ぜひ受講をお勧めしたい。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）を実現するために、次の3点を到達目標とする。
①質的調査の各手法に関する基礎的知識を修得する。
②質的調査を用いた代表的な調査研究について知り、その内容と意義を説明できる。
③授業で学んだ知識と手法を応用し、自分が関心を持つ研究対象について質的調査を実施できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

質的調査法（インタビュー）

金　善美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151445304

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

インタビュー（２）
・インタビューの場における相互作用やラポールをめぐる議論、インタビューが持つ社会的意味について考察する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

ライフストーリー（１）
・ライフストーリー法の意味や実施のプロセス、実習時の注意点、意義などを解説する
・調査実例：C. ショウ（1930）『ジャック・ローラー』、中野卓編（1977）『口述の生活史』の紹介と解説

60

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

第9回 ドキュメント分析
・ドキュメント分析の意味や種類、経験の主観的意味づけ、経験の社会的文脈との関連、実習時の注意点について解説する
・研究実例：W. I. トーマス＆F. ズナニエツキ（1983）『生活史の社会学――ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農
民』、三田宗介（1965）「現代における不幸の諸類型」の紹介と解説

第7回

第8回

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

ライフストーリー（２）
・ライフストーリー法における語りの解釈や分析について解説する
・調査実例：上間陽子（2017）『裸足で逃げる―― 沖縄の夜の街の少女たち』の紹介と解説

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

参与観察（１）
・参与観察法の意味や具体的プロセス、調査対象者との関係性づくり、実習時の注意点などについて解説する
・調査実例：W. F. ホワイト（1943）『ストリート・コーナー・ソサエティ』の紹介と解説

60

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

参与観察（２）
・現場の探し方や現場での過ごし方、参与観察という方法が持つ意義、フィールドノートの取り方などについて解説する
・調査実例：金善美（2018）『隅田川・向島のエスノグラフィー――「下町らしさ」のパラドックスを生きる』、渡辺拓也
（2017）『飯場へ――暮らしと仕事を記録する』の紹介と解説

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。
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60

第11回

第12回

第13回

「調査する私」をめぐる諸問題
・調査における権力関係や調査者の立場性（ポジショナリティ）に関するこれまでの議論を把握する
・調べる／書くという行為をめぐる倫理的問題について考察する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

質的データの分析と論文の執筆（１）
・質的研究における「薄い記述」と「分厚い記述」の違いを解説する
・様々な質的データの整理・分析方法を説明する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

質的データの分析と論文の執筆（２）
・質的データ分析の実際を調査実例を挙げながら解説する
・質的データを活用した論文・レポートの記述・表現方法を説明する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

第10回

60

調査成果発表会（１）
・授業で学んだ手法のうち一つを選んで実習を行い、その成果について各自発表する
・互いに講評する

60

60

第15回

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

60

調査成果発表会（２）
・授業で学んだ手法のうち一つを選んで実習を行い、その成果について各自発表する
・互いに講評する

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

全体のとりまとめ
・いい調査／優れたフィールドワーカーとは

【予習】配布資料を読み込んでおく。
【復習】授業内容を振り返り、重要なポイントを整理する。また、自分の調査研究への応用を考えてみ
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には講義形式。事前に配布資料を読み込んでおくことが授業の前提となる。
受講者には授業外の時間を活用して質的調査の実習を行い、学期末に各自の調査成果について発表することが求められる。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況：40％）、課題レポート（1回：20％）、第13～14回の発表及びその調査報告書（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
事前の予習（文献を読んでくること）や各自による調査実習、学期末の発表会の準備など、授業時間外でそれなりの時間とエネルギーを費
やすことが求められる授業である。受講者にはこの点をよく理解した上で、ぜひとも質的調査の世界の豊かさと奥深さに触れてほしい。

テキスト
特になし

参考書
『インタビューの社会学――ライフストーリーの聞き方』、桜井厚、せりか書房、2800円＋税、ISBN-10: 4796702377
『質的データ分析法』、佐藤郁哉、新曜社、2100円＋税、ISBN-10: 4788510952
『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、有斐閣、1900円＋税、 ISBN-10: 4641150370
その他の参考書については、授業内で随時紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

キーワード5〜8

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

キーワード1〜4

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

テーマ・概要
　現代社会は情報社会だと言われるようになって久しいですが、この講義では、50のキーワード（「脱工業社会」「知識社会」「情報産
業」「記号資本主義」「認知資本主義」「物語消費」「データベース消費」「ディズニー化」「感情労働」「アテンション・エコノミー」
「監視社会」「フィルター・バブル」など）を取り上げることで、現代の情報社会を理解できるようになることを目指します。

　ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような
到達目標を設定します：情報社会、さらに現代社会をメディア論の観点から位置づけられるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報社会論

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445401

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

キーワード9〜12

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

キーワード13〜16

60分

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

第9回 キーワード26〜30

第7回

第8回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

キーワード17〜20

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

キーワード21〜25

60分

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

中間まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。
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60分

第11回

第12回

第13回

キーワード31〜34

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

キーワード35〜38

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

キーワード39〜42

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

60分

第10回

60分

キーワード43〜46

60分

60分

第15回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60分

キーワード47〜50

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
講義形式で進めていきます。
（なお、授業内容は、展開に応じて、変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝80%、コメントシートなど＝20%（なお、出欠登録の不正に対して、厳正に対処する。）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・取り上げたキーワードを理解できているか。
・その上で、各自の身の回りの現象を明らかにできるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特に、ありません。

テキスト
ポータルサイトを通じて随時、配布します。
指示した資料はプリントアウトした上、必ず携帯すること（資料未入手の学生の受講は認めない）。

参考書
授業中に随時、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

半期の授業内容と評価方法などを説明し、メディアとは何かを講義する。

指定した教科書・参考文献を読み進め、ノートを作成すること。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ホメロスとプラトンのあいだ
文字が浸透し、文化に及ぼした影響とは何かを考察する。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

「書かれたもの」文字の誕生
メディアを考える際の第一歩である文字を扱う。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

テーマ・概要
　メディアを抜きにして現代を語ることはできません。私たちの文化はメディアとの関係のなかでのみ成り立つもの。では、文化はメディ
アからどのようにつくりだされ、メディアは文化からどのようにつくりだされるのでしょうか。この授業では、人間が複合的なメディアと
ともに歩んできたことをたどりながらメディアの捉え方を学んでいき、歴史の大きな流れとメディアとの関係に焦点を当てます。

1.メディアのとらえ方について理解する。
2.メディアの大まかな歴史を知る。
3.メディア文化について関心を持ってもらう。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア文化論

加藤　裕康

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445402

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プレ・グーテンベルグ時代の写本と写字生
活版印刷術の誕生以前までの書物の歴史を扱う。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

印刷と社会(1)
活版印刷術誕生の社会的背景を探る。

60

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

第9回 光の魔術と映画
映画誕生前後の視覚メディアと時代背景を検討する。

第7回

第8回

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

印刷と社会(2)
活版印刷術が社会や人びとに与えた影響はいかなるものだったのかを理解する。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

新聞ジャーナリズム(1)
新聞の登場と、ジャーナリズムの萌芽としての公共圏を学ぶ。

60

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

新聞ジャーナリズム(2)
新聞ジャーナリズムの変遷過程を歴史的に検討する。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。
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60

第11回

第12回

第13回

電気メディアの可能性
電気メディアが登場し、人々の生活がどのように変わりうるのかを理解する。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

マス・メディアの時代
ラジオ、テレビといったマス・メディアが台頭した時代の足跡を辿る。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

地球村の戦争と平和
マス・メディアが浸透した時代の報道を歴史的に検証する。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

60

第10回

60

ネット・インキュナブラの時代
インターネットの登場は社会に何をもたらし、どう変わりうるのか。歴史を踏まえて考える。

60

60

第15回

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。 60

ネット時代のリテラシー
リテラシーとは何かを学ぶ。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

まとめ
これまでのまとめを行う。

教科書・参考文献を読み、ノートを作成すること。また任意レポートに取り組む。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式で行います。

成績評価の方法
定期試験100%、任意レポートをプラスα(授業中に指示します)

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『メディアとコミュニケーションの文化史』伊藤明己、世界思想社

参考書
適宜、紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【環境編】Google革命の衝撃

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【基礎編】ケータイからスマートフォンへ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
ネットワーク社会のあり方を、その歴史的な経緯と理論的な分析との両面から論じます。「環境編」では、インターネットやスマートフォ
ンなどのテクノロジーに注目し、ネットワーク社会の成り立ちとその動向を捉えます。「理論編」では、ネットワーク社会について考える
ための枠組みとなる理論として、複雑ネットワーク論、ソーシャルキャピタル論などを取り上げます。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の3点を到達目標
とする。
①ネットワーク社会の成り立ちとその動向をさまざまな領域から捉え、その概略を説明できるようになる。
②ネットワーク社会について考えるための枠組みとなる理論について、その概略を説明できるようになる。
③ネットワーク社会に固有の社会現象を適切な理論に基づいて把握し、検討できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ネットワーク社会論

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445403

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【理論編】複雑ネットワーク①

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【理論編】複雑ネットワーク②

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 【理論編】ソーシャルキャピタル②

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【環境編】iPodは何を変えたのか

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【環境編】オープンソースとシェア

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【理論編】ソーシャルキャピタル①

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

【環境編】SNS社会の到来

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【環境編】SNS社会の進展

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【番外編】都市伝説

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

【番外編】炎上

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

到達度確認テスト

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

まとめ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料に基づく講義形式。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況やコメントシートの提出状況）：50％、試験：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

番組から動画へ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テレビ産業の成り立ち

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
マスメディアとデジタルメディアとが混淆する過程にあるものとしてのメディア産業のあり方を論じます。テレビ、新聞、出版、音楽、ア
ニメ、ゲーム、ネットのそれぞれの領域から、メディア産業の成り立ちとその動向を捉えるとともに、その意義、問題点、将来展望などに
ついて考えます。また、編集者としての実務経験に基づき、メディア産業の実状について論じます。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の2点を到達目標
とする。
①メディア産業の成り立ちとその動向をさまざまな領域から捉え、その概略を説明できるようになる。
②メディア産業をめぐるさまざまな論点について、その概略を説明し、自分なりの考えを表明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア産業論

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445404

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

新聞産業の成り立ち

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

出版産業の成り立ち

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 ゲーム産業の成り立ち

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

ゲストトーク

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

音楽産業の成り立ち

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

アニメ産業の成り立ち

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

ゲストトーク

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

ネット産業の成り立ち

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

メディアミックス

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

笑いの社会学

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

到達度確認テスト

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

まとめ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料に基づく講義形式。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況やコメントシートの提出状況）：50％、試験：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】配布した資料を読み直す。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

検閲の禁止

【復習】配布した資料を読み直す。 60

表現の自由

【復習】配布した資料を読み直す。 60

テーマ・概要
　この講義では、メディアにまつわる制度について取り扱っていきます。　近現代日本において、メディアは飛躍的に発展を遂げました。
その発展に合わせて、メディアに関する制度も登場しました。ひとくちに制度といっても、法・組織・慣習といった領域にまたがっていま
す。そして、そうした制度のうえに、メディアの活動はなりたっています。
　では、そうしたメディアの制度にはどのようなものがあるでしょうか。この講義では、メディアにまつわるさまざまな制度を取り上げ
て、その内容や課題について論じていきます。

　メディアにまつわるさまざな制度について、その内容や課題について理解することを目標とします。
到達目標

授業の計画と準備学修

メディア制度論

堀口　剛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445405

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

メディアと著作権

【復習】配布した資料を読み直す。 60

放送制度

60

【復習】配布した資料を読み直す。 60

第9回 メディアの客観性、不偏不党性

第7回

第8回

【復習】配布した資料を読み直す。

委託販売制度

【復習】配布した資料を読み直す。 60

再販制度

60

【復習】配布した資料を読み直す。 60

ジャーナリズムの生産過程

【復習】配布した資料を読み直す。
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60

第11回

第12回

第13回

プライバシーと出版・報道の自由

【復習】配布した資料を読み直す。

マスメディア集中排除原則

【復習】配布した資料を読み直す。

メディアの第三者機関

【復習】配布した資料を読み直す。

60

第10回

60

記者クラブ制度

60

60

第15回

【復習】配布した資料を読み直す。 60

オルタナティブ・メディア

【復習】配布した資料を読み直す。

到達度確認テスト

【予習】到達度確認テストの内容について、これまでの資料を読み直す。

第14回

- 1891 -



講義に関する質問等は講義後の教室およびリアクションペーパーにて受け付けます。

授業の方法
配布した資料に基づいて講義を行っていきます。

成績評価の方法
到達度確認テスト：40%
毎回のリアクションペーパー：60%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくに必要はありません。

テキスト
とくに指定しません。参考資料については、講義内で適宜紹介・配布します。

参考書
とくに指定しません。参考資料については、講義内で適宜紹介・配布します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

コミュニケーションの原理

自分とマス・コミュニケーションとのかかわりを考えておく。 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

マス・コミュニケーションと擬似環境

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

マス・コミュニケーションの特質

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

テーマ・概要
　マス・コミュニケーションの存在を抜きにしては現代の社会も文化も語ることはできません。マス・コミュニケーションは、私たちの意
識や行動あるいは社会のさまざまな動きと深くかかわっているからです。現代社会にあっては、マス・コミュニケーションがそれだけ社会
的に重要な位置を占めているということでもあります。しかしながら一方で、こうしたかかわりの深さに対応するだけの適正な理解が私た
ちに共有されていないのも事実です。
　この授業では、マス・コミュニケーションにかんする理論と実態を紹介することによって、マス・コミュニケーションにかんする知的関
心の喚起と的確な理解を促したいと考えています。理論的検討と現実分析の双方から、まさに現代の重要な問題領域であるマス・コミュニ
ケーションについて考察したいと思います。
　なお、マス・コミュニケーションに関連する時宜に応じた話題も取り上げたいと考えています。これらの話題との関係等で下記の授業計
画を変更することがあります。

マス・コミュニケーションにかんする知識と関心を養い、対象にたいする自らの観点を獲得すること。
到達目標

授業の計画と準備学修

マス・コミュニケーション論

奥野　昌宏

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445408

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

マス・コミュニケーションとジャナリズム

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

トピック・まとめ

６０分

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

第9回 マス・コミュニケーションと政治（２）

第7回

第8回

第１回〜第４回の復習と授業内容全体の整理

マス・コミュニケーションの受容と読み（１）

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ９０分

マス・コミュニケーションの受容と読み（２）

９０分

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

マス・コミュニケーションと政治（１）

第１回〜第７回の復習と内容の整理
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９０分

第11回

第12回

第13回

トピック・まとめ

第６回〜第９回の復習と今回の内容についての予習

マス・コミュニケーションと広告

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習

マス・コミュニケーションと文化

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習

６０分

第10回

６０分

現代のマスメディア（１）

９０分

６０分

第15回

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習 ６０分

現代のマスメディア（２）

前回の授業内容の復習と今回の内容についての予習

　まとめ

第９回〜第１４回の復習と授業内容全体の整理

第14回
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授業時または終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
履修者には講義用のプリントを逐次配布し、これを参照しながら授業を進めます。また、必要に応じてビデオなどの視聴覚素材も使いま
す。
授業は基本的に講義形式で進めますが、授業中に数回、授業内容に関する小テストを行なったり、ビデオ内容等についてコメントを求めた
りします。

成績評価の方法
学期末試験の得点と授業時に行なう小テストやコメント等の実績に基づき、学期末試験70％、平常点30％を基準として総合的に評価しま
す。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識や先修科目はとくに必要ありません。

テキスト
とくに定めません。

参考書
竹内郁郎他編著『新版メディア・コミュニケーション論I』『同II』北樹出版、2005年（I）2，400円　ISBN4-89384-990-5、（II）1，800
円　ISBN4−89384−999−9
春原昭彦他編『ゼミナール　日本のマス・メディア（第2版）』日本評論社、2005年、2，300円、ISBN4-535-51330-9
天野勝文他編『新現代マスコミ論のポイント』学文社、2004年、2，600円、ISBN4-7620-1309-9　S.Ｊ.バラン、D.K.デイビス著、宮崎寿子
監訳『マス・コミュニケーション理論　メディア・文化・社会』(上)(下）、新曜社、(上)3，600円、ISBN978-7885-1050-0、(下)3，300
円、ISBN978-4-7885-1051-7
伊藤守編著『よくわかるメディア・スタディーズ』ミネルヴァ書房、2009年、2，500円　ISBN978-4-623-05206
その他適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

２つのメディア像−「反映」するメディアと「構成」するメディア（１）

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

メディア・リテラシーとは何か

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

テーマ・概要
　皆さんは「メディア・リテラシー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？「メディアと主体的・批判的につき合う能力」といった
説明がされることの多いこの言葉ですが、実はメディアという存在をどのように捉えるかによって、そこから導かれるメディア・リテラ
シー観も大きく違ってきます。
　この授業ではまず、メディア・リテラシーを理解するための前提となる基礎概念（＝メディアの文法性、／メディアの文脈依存性／メ
ディアに対する批判性）について、映像を中心とした実際のメディア作品を題材に解説していきます。次に、メディアの役割を「現実の反
映」と見る立場から導かれる「反映主義的メディア・リテラシー観」と、メディアの役割を「現実の構成」と見る立場から導かれる「構成
主義的メディア・リテラシー観」とを対比させることで、両者にとって「メディア批判」がもつ意味がまったく異なることを明らかにしま
す。このような作業を通じて最終的にメディア・リテラシーについて論ずる上での「落とし穴」の存在に気づいてもらうことが、この講義
の目的です。

DP6（文化現象の総合的理解）、DP７（問題発見能力および多面的な分析能力）を達成するため、次の2点を到達目標とします。
（１）反映主義的メディア観から出発するメディア・リテラシー論と構成主義的メディア観から出発するメディア・リテラシー観の違い
を、両者における「メディア批判」の意味の違いを中心として理解すること。
（２）（１）の理解に基づき、現実におこなわれている「メディア批判」における「批判」の意味を反省的に捉え直す視点を身につけるこ
と。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア・リテラシー論

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445409

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

２つのメディア像−「反映」するメディアと「構成」するメディア（２）

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

メディアの文法性−登場人物の「心の声」はどう表現される？

60

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

第9回 メッセージを意味づけるフレームの多層性

第7回

第8回

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

メディアの文脈依存性−なぜ変身アイテムはくり返し壊れるの？

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

メディアに対する批判性とは何か

60

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

ドキュメンタリーは嘘をつく

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。
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60

第11回

第12回

第13回

ドキュメンタリーは「嘘をついている」のか？

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

東京オリンピック（1964年）とロンドンオリンピック（2012年）を比較することで見えてくる「映像の位置付け」の違い

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

２つのメディア像と２つのメディア・リテラシー観

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

60

第10回

60

反映主義的メディア・リテラシー観を超えて

60

60

第15回

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。 60

成蹊大学「メディア・リテラシー演習」について

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

まとめ

配付資料とそこに記されている指示に即して、予習・復習をする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布プリントに基づく講義形式。授業に関連した課題を提出する機会が３回あります。

成績評価の方法
期末試験の評価（100点満点）を中心に、上記提出課題（３回×５点＝15点満点）に対する評価を加味しておこないます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）反映主義的メディア観から出発するメディア・リテラシー論と構成主義的メディア観から出発するメディア・リテラシー観の違い
を、両者における「メディア批判」の意味の違いを中心として理解しているか。
（２）反映主義的メディア観に基づくメディア批判と構成主義的メディア観に基づくメディア批判が混在していることから生ずるメディ
ア・リテラシー論の落とし穴を理解できたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修しておいた方が望ましい科目として、コミュニケーション論入門。

テキスト
特になし。

参考書
　授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

新聞ジャーナリズムの成り立ち

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ジャーナリズムとは何か

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
マスメディアとデジタルメディアとが混淆する過程にあるものとしてのジャーナリズムのあり方を論じます。新聞、テレビ、ネットのそれ
ぞれの領域から、ジャーナリズムの成り立ちとその動向を捉えるとともに、その理念や規範を踏まえつつ、その意義、問題点、将来展望な
どについて考えます。また、編集者としての実務経験に基づき、ジャーナリズムの実状について論じます。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の3点を到達目標
とする。
①ジャーナリズムの成り立ちとその動向をさまざまな領域から捉え、その概略を説明できるようになる。
②ジャーナリズムについて考えるための枠組みとなる理論について、その概略を説明できるようになる。
③ジャーナリズムをめぐるさまざまな論点について、その概略を説明し、自分なりの考えを表明できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ジャーナリズム論

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21351445501

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

新聞ジャーナリズムに触れる

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テレビジャーナリズムの成り立ち

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 疑似環境論

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

テレビジャーナリズムに触れる

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ネットジャーナリズムの成り立ち

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

ネットジャーナリズムに触れる

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

公共圏論

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

表現の自由

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

フェイクニュース

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

メディアリテラシー

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

到達度確認テスト

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

まとめ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料に基づく講義形式。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況やコメントシートの提出状況）：50％、試験：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション
・講義の全体像、進行のしかた、参考文献などについて説明する。

【予習】シラバスを読み、講義の概要を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

世界の新聞・日本の新聞
・世界の新聞と日本の新聞は、何が同じで、何が違うのだろうか。世界の新聞の現状を知り、日本の新聞の特徴を理解する。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

新聞の歴史
（第2回および第3回は、日本の新聞の時間的・空間的な位置づけを確認する）
・新聞はジャーナリズムの中心的存在としての役割を担ってきた。その歴史を振り返りつつ、新聞の意義を再確認する。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

テーマ・概要
新聞は、ジャーナリズムの中心的存在として、現在の民主主義社会の基礎を築いたといっても過言ではない。しかし今日の新聞は、イン
ターネット、そしてスマートフォンの登場によって、その存在意義を根底から問われる事態に直面している。さらに権力との癒着、信頼性
の喪失、若年層の新聞離れなど、自ら招いたともいえる現状において、新聞はいずれ消滅するとさえいわれている。本講義では、このよう
な危機的状況にある新聞の諸問題を検討するとともに、民主主義社会において新聞が担ってきた言論、報道の意味を確認し、インターネッ
ト社会における新聞のあるべき姿を模索する。

今日の新聞が抱える諸問題と、ジャーナリズムとしての新聞の役割を理解する。そのうえで、新聞というメディアが、これからの社会のな
かでどのような役割を担うべきか、自らの考えをもつ。

到達目標

授業の計画と準備学修

新聞論

石堂　彰彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445502

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

企業としての新聞社
（第4回および第5回は、新聞の企業的側面を取り上げる）
・新聞社もひとつの企業である。しかし他の産業の企業とは大きく異なる点があり、そこに新聞社が抱える問題もある。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

新聞の販売
・なぜ日本の新聞の発行部数は多いのか。背景には、新聞の販売を維持する特権的制度がある。その利点と欠点を考える。

60

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

第9回 報道の規制
・報道であれば、すべてが許されるわけではない。報道の自由と規制の境界線がどこにあるのかを考える。

第7回

第8回

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

報道機関としての新聞社／小テスト
（第6回から第10回は、新聞の報道について取り上げる）
・新聞が伝えるニュースは、どのように制作されているのだろうか。取材から新聞の印刷に至るまでの過程を理解する。
（小テストは第5回までの講義内容の理解度を確認）

【予習】第1回〜第5回の講義を復習し、小テストに備える。
【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

90

記者クラブ
・記者クラブは新聞にとってきわめて重要な情報源である。その利点と欠点を考える。

60

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

報道の自由
・報道の自由とは何か。なぜ必要なのか。新聞ジャーナリズムを支える原点から考える。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。
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90

第11回

第12回

第13回

トピック
・新聞の報道のありかたに関する重要なトピックを取り上げる。内容は初回講義時に提示する。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

新聞とテレビ／小テスト
（第11回から第13回は、新聞と他のメディアの関係を取り上げる）
・日本の新聞とテレビは密接な関係がある。その歴史的経緯と問題点を考える。
（小テストは第6回〜第10回の講義内容の理解度を確認）

【予習】第6回〜第10回の講義を復習し、小テストに備える。
【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

新聞の機能
・新たなメディアが登場するたびに、新聞はその機能を変化させてきた。ラジオからインターネットの登場に至るまでの新聞の
変化を考える。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

60

第10回

60

新聞とインターネット
・ニュースサイト、ニュースアプリなどのネットメディアは、新聞にどのような影響を与えているのか。新聞の生き残りをかけ
た対応を検討する。

120

60

第15回

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。 60

新聞の未来
・新聞の消滅もささやかれるなか、ジャーナリズムとしての新聞に求められる役割とは何か。ここまで学んできたことを総括し
つつ、これからの新聞のあるべき姿を考える。

【復習】講義レジュメ等により論点を再確認する。

到達度確認テスト
・本講義の到達目標に達しているかどうかを確認するためのテスト。

【予習】講義全体を振り返り、到達度確認テストに備える。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。電子メールでも随時受け付ける。メールアドレスは初回講義時に提示する。

授業の方法
配布資料やスライドを用いながら講義形式で進行する。2回の小テストや適宜求めるコメントによって、受講者の理解を確認しつつ進め
る。ただし、講義の進捗状況等に応じて内容を変更することがある。
・小テストでは、それぞれ実施直前までの5回分の講義内容の理解度を確認する。
・到達度確認テストでは、講義の到達目標に達しているかどうかを確認する。
・コメントは、講義内容に対する質問や意見、感想等を記述する。コメントに対する回答は必要に応じて講義中に提示する。

成績評価の方法
到達度確認テスト50％、小テスト30％、平常点（授業参加態度、コメント提出状況）20％により総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・今日の新聞の諸問題、ジャーナリズムとしての新聞の役割を理解しているか。
・新聞のあるべき姿について、自らの考えを具体的に説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
予備知識、先修科目は不要。関連科目は、メディアやジャーナリズムに関する科目全般。

テキスト
特になし。毎回の講義冒頭にレジュメを配布する。

参考書
授業開始時に提示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 1908 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

出版文化をどのようにとらえたらよいのか

【復習】配布プリントと参考文献を読み直す 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

婦人雑誌――「主婦」と新しい家族

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

「少年文学」叢書と「愛子叢書」―― 子どものとらえかた

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

テーマ・概要
本講義の目的は、日本の出版の歴史をたどりながら、本、雑誌などという文字にかんするメディアが作り出してきたものについて考察する
ことである。それは、たんに一つの本・雑誌が生み出され、忘れられていったことを追うのではない。それだけでなく、一つの本・雑誌が
生み出された社会のありようを明らかにし、また、一つの本・雑誌が作り出した社会のありようを明らかにすることでもある。ひいては、
人が文字にかんする文化、文字が紡ぎだす世界をどのようにとらえてきたかを明らかにすることでもあるのである。本講義では、一つひと
つの本・雑誌の誕生と忘却とともに、それらをめぐる社会のありようを考察し、そのような問いに取り組んでいくことにしたい。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような到
達目標を設定する。
  出版の歴史を把握するとともに、出版が社会のなかで果たしてきた役割について把握することができる。
  文字にかんする文化、文字が作り出す世界について考えることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

出版論

今田　絵里香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445503

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

総合雑誌――学歴貴族と教養主義

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

大衆雑誌――反教養主義

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第9回 『赤い鳥』『少年戦旗』――童心主義的児童文学とプロレタリア児童文学

第7回

第8回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

少年少女雑誌――都市新中間層の子どものジェンダー

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

少年少女雑誌の少年少女詩

90

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

少年少女雑誌の投書欄

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す
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90

第11回

第12回

第13回

植民地朝鮮の少年少女雑誌

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

本と戦争

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

戦後の子ども雑誌

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

第10回

90

戦後の異性愛文化と雑誌（１）――夫婦雑誌

90

90

第15回

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

90

戦後の異性愛文化と雑誌（２）――少年少女雑誌

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

戦後の異性愛文化と雑誌（３）――少年少女雑誌　美少年・美少女の創出

【予習】参考文献の指定部分を読む
【復習】配布プリントと参考文献を読み直す

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式。

成績評価の方法
試験（80％）、平常点（20％）によって、総合的に評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
とくに指定しない。毎回プリントを配布し、参考文献を紹介する。

参考書
今田絵里香『「少年」「少女」の誕生』ミネルヴァ書房、2019年（刊行予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

メディア環境と＜アイドル＞（１）

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

1980年と＜アイドル＞

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

テーマ・概要
　現在の放送文化、そしてメディア文化一般において、＜アイドル＞は欠かすことができないものとなっています。この授業では、＜アイ
ドル＞というメディア的形象を切り口にして、放送通信を中心とした現在のメディア文化のあり方を考えると同時に、メディアの理論の重
要な概念を身につけることを目指します。

　ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような
到達目標を設定します：メディア文化・メディア理論の展開を理解することで、各自が身近なメディア現象をメディア論の観点から分析で
きるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

放送通信論

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445504

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

メディア環境と＜アイドル＞（２）

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

メディアの現象学と＜アイドル＞（１）

60

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

第9回 リアル化するメディア環境と＜アイドル＞

第7回

第8回

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

メディアの現象学と＜アイドル＞（２）

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

メディア・ハビトゥスと＜アイドル＞

60

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

中間まとめ

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

＜キャラ＞と＜アイドル＞（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

＜キャラ＞と＜アイドル＞（２）

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

「卒業」と＜アイドル＞（１）

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

60

第10回

60

「卒業」と＜アイドル＞（２）

60

60

第15回

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

メディア行為と＜アイドル＞

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

まとめ

教科書・参考資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
教科書に沿って、＜アイドル＞文化の展開を辿ると同時に、メディア理論を理解できるようにしていきます。この授業の目標は、メディア
論として＜アイドル＞文化を考察することであり、アイドルについてのおしゃべりをすることではないので、その点をよく理解した上で受
講するようにしてください。
（なお、授業内容は、展開に応じて、変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝80%、コメントシートなど＝20%（なお、出欠登録の不正に対しては、厳正に対処する。）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価します。
・メディアの理論を＜アイドル＞という観点から理解できているか。
・その上で、各自の身の回りの現象を明らかにできるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
授業までに教科書に目を通し、授業で扱われるメディアの理論がどのようなものかを十分把握しておくようにしてください。

テキスト
西兼志『アイドル／メディア論講義』東京大学出版会、2017.
（教科書に沿って講義を進めていくため、受講する者は必ず教科書を入手しておくこと。教科書未入手の学生の受講は認めない。）

参考書
西兼志『＜顔＞のメディア論：メディアの相貌』法政大学出版局、2016.
その他は、授業中に随時、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・広告論講義の背景、授業内容、進め方を説明
・最新の広告事例（世界／日本）紹介　
 
広告市場の現状
・広告市場規模推移、産業特性、メディア特性　
・マーケティングコミュニケーションの基本理論

【予習】
シラバスをよく読んでおくことと、
テレビ・雑誌・Ｗｅｂ（ＰＣ／スマフォ）等での広告に出来るだけ多く接触していく。　
 
 【復習】
電通ホームページから日本の広告統計のデータ及び分析を読み、日本の広告市場の現状を確認してい
く。　
 　

６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

戦後日本の広告進展と日本型産業モデル成立
・戦後日本の広告の歩みと、電通が先導し構築し
　ていった日本型広告産業モデルとは？
・時代を映し出していった、広告作品、新聞広告
　とテレビＣＭを中心に多くの事例を紹介

【復習】
日本の戦後世相に関連した資料・新聞縮刷版等で戦後文化史も学習。

時間にゆとりがあったら汐留カレッタのアドミュージアムで日本の広告表現の歴史を視察・確認してい
く

６０分

世界の広告史概要
・広告の起源である古代エジプトから２０世紀ま
　での世界の広告の全体潮流
・２０世紀以降の経済と広告市場の中心となり、
　現在も世界の広告をリードし続けている米国の
　広告発展史

【復習】
１９世紀末から２０世紀初頭に花開いたアールヌーヴォの文化運動とその作品群に触れていくことで、
広告表現進化を確認していく。
米国文化史に関連した書籍・資料も合わせて触れてみることで、米国発の広告発展を確認していく。　
 


６０分

テーマ・概要
広告は、今、大きく動いています。グローバル化とＷｅｂ進展を背景にプレーヤーの役割・機能・産業モデルが変化しています。単なる広
告表現ではなく統合的コンテンツの役割=コンテンツマーケティングがより重要になってきています。
この講義では、まず、講師が広告マンとして足かけ約４５年間向かい合ってきた広告市場の変遷と広告産業の現状、そして次代への展望を
グローバルへの視点、ｗｅｂマーケティングの視点、さらには我が国の広告産業ビジネスモデルの見直しも併せて提起していきます。

そして、「時代」を映す鏡としてあるべき明日、近未来社会のイマジネーションを提示していく広告コンテンツのマスメディアからイン
ターネット、モバイル等双方向メディアへの適応と変革が、現代社会にどういった影響を与えているか、どのような課題があるかを講義し
ていきます。

また、授業の中で、小課題を設定しての広告クリエイティブ発想演習を複数回実施し、受講生個々の発想評価／レビューを通して、コトバ
とイマジネーションつくりに関してのコーチングも行っていきます。

本講義では、広告＝マーケティングミュニケーションの社会的意味と役割を理解するための歴史的認識を深め、現代社会における役割と課
題を理解していくと共に、広告コンテンツの本質ともいうべき、自己のイマジネーションを豊かに、そして他者のイマジネーションを理解
していくための発想法の基本を身につけていくことを目標とします。　
 


到達目標

授業の計画と準備学修

広告論

高橋　千暁

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445505

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

日本の広告産業の組織・機能とメディアの進化
・戦後日本の広告産業をリードしていった電通と
　それに対抗していった博報堂の組織・機能の変
　遷から、　日本型広告産業モデルを学習
・広告を動かしているマスメディア、プロモー
　ションメディア・ＰＲ手法の特性・Ｗｅｂメ
　ディアの進展

【復習】
電通及び博報堂のホームページにアクセスし、両社の沿革と機能、企業ビジョン等を確認していく。

６０分

広告クリエイターから見ていく現代の広告表現①
◎佐藤可士和の広告表現世界
・アートのチカラからのソリューションへ

●小課題による発想演習①の実施

６０分

第9回 ブランディング広告①
◎ブランド価値の構築と広告マネジメント
・ブランド価値の構造化モデル
・ＨＯＮＤＡ企業ブランディングケース

●小課題による発想演習③の実施

第7回

第8回

【復習】
佐藤可士和のホームページ及び著作等にアクセスし、最新のアートワークを通して現代社会との関わり
を理解していく。

広告クリエイターから見ていく現代の広告表現②
◎澤本嘉光の広告表現世界
・ブランデッドエンターテインメントの旗手

●発想演習①の評価とレビュー

【復習】
澤本のフェイスブック・YouTube等にアクセスしていくことから理解を深めていく。

６０分

広告クリエイターから見ていく現代の広告表現③
◎森本千絵の広告表現世界
・やわらかく、温かい、ハッピーアートワーク
　
●小課題による発想演習②の実施

６０分

【復習】
森本千絵のフェイスブックｏｒホームページにアクセスし、最新のアートワークに接触していくことか
ら理解を深めていく。

６０分

広告クリエイターから見ていく現代の広告表現④
◎篠原誠・菅野薫・佐藤雄介の広告表現世界
・コンテンツとしてのクリエイティブワーク

●発想演習②の評価とレビュー　

【復習】
篠原・菅野・佐藤の映像作品をYouTube等で確認していく
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６０分

第11回

第12回

第13回

【復習】
授業の中で紹介していくブランド本に接触し、ブランディング手法への理解を深めていく　。

６０分

ブランディング広告②
◎アサヒスーパードライ　ケーススタディ
・戦後最大のサクセスブランディングストーリー
・対キリンラガービールブランド戦略　等　

●発想演習③の評価とレビュー

【復習】
アサヒビール及びキリンビールのホームページにアクセスし、最新のビールＣＭを視聴することで理解
を深めていく。

ブランディング広告③
◎コカコーラのブランディング　ケーススタディ
・世界最強ブランドの日本でのブランディングの
　推移を広告表現から分析していく
　　
　
●小課題による発想演習④の実施

【復習】
日本コカコーラのホームページにアクセスし、企業沿革、商品ライン等を確認し、最新の商品／ブラン
ド広告を視聴することで理解を深めていく。

ブランディング広告④
◎資生堂のブランディング　ケーススタディ

・資生堂企業／商品ブランディングの推移
・ＴＳＵＢＡＫＩ、マキアージュ等ブランド戦略

●発想演習④の評価とレビュー

【復習】
資生堂のホームページにアクセスし、企業沿革、企業理念、商品ライン等を確認し、合わせて最新の商
品／ブランド広告を視聴することで理解を深めていく。

６０分

第9回

第10回

６０分

ブランディング広告⑤
◎世界最強のサムスン・アップル　
　グローバルブランディングケーススタディ

・最強エレクトロニクスブランドＳａｍｓｕｎｇ
・世界Ｎｏ１「アップル」ブランディング

●小課題による発想演習⑤の実施

６０分

第15回

【復習】
サムソン・アップルのホームページ等にアクセスし、最新企業戦略とブランディング戦略を確認してい
く。　
インターブランド社グローバルブランドランキングを同社ホームページからアクセスし、グローバルブ
ランドの現状を学習 していく。

６０分

広告＆ＳＮＳプランニングと表現開発
・ターゲット・ポジショニング・コンセプト
・インスタグラム等ＳＮＳプランニング
　
●発想演習⑤の評価とレビュー

【復習】
ブランディング①〜⑤のレジメを再度読み込みブランディングから広告プランニングの理解を深めてい
く。

Ｗｅｂ基軸の最新広告パースペクティブ
・コンテンツマーケティング
・クチコミマーケティング
・ダイレクトリスポンスマーケティング
・講義総括

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。　
配布する出席票／コメントペーパーに質問を記入してもらい、翌週の授業で回答していく。

授業の方法
配布プリント・広告事例・ケーススタディにより講義を行っていく。
テレビコマーシャルやＷＥＢ広告等の画像、映像をできるだけ見せていきたい。
また、５回／５テーマを設定しての発想演習とその評価レビューを行っていく。　
 


成績評価の方法
課題設定による期末レポート提出を行う。
出席を毎回とり、かつ、５回の小課題設定による発想法演習を実施しての平常点２０％、発想演習３０％、期末レポート５０％のウエイト
で成績評価を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
以下の点を考慮した評価を行っていく
①広告に関する歴史的認識と今後の課題についてどう理解できたか
②ブランディングの手法とブランディング広告に関する認識
③広告コンテンツ事例研究と演習を通しての広告的発想力

必要な予備知識／先修科目／関連科目
広告の「今」を主テーマとしていくため、テレビ・雑誌・屋外広告・インターネット、モバイル／スマフォ等を通してのＷＥＢ広告等、日
常的な広告に出来るだけ接触し、その背景や狙いを考えていって欲しい。
関連科目：広告史・マーケティング論・メディア論・心理学・言語学・美学・コミュニケーション論

テキスト
特に設定しない。
毎回、講義の要旨をプリントした資料を配布していく。

参考書
「シリウスの道」（藤原伊織著：文芸春秋社）「帝王の誤算」（鷹匠裕著：角川書店）
その他、講義の中で適宜、紹介していく。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

６０分

第15回

【復習】
Ｗｅｂから検索しての最新コンテンツ、及びＣＳ放送ショップチャンネル等から最新潮流を確認してい
く。　
 

講義で配布したレジメを再度読み込み、期末レポートに反映させていく。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

【現象編】フラッシュモブ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【基礎編】デジタルメディアとは何か

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

テーマ・概要
デジタルメディアのあり方を、特にそこから形成される集合行動という観点から論じます。「理論編」では、デジタルメディアについて考
えるための枠組みとなる理論として、集合行動論、社会運動論、大衆社会論、集合知論などを取り上げます。「現象編」では、デジタルメ
ディアをめぐる新しい社会現象として、フラッシュモブ、デモ、ネット右派、炎上などを取り上げます。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）、7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次の2点を到達目標
とする。
①デジタルメディアについて考えるための枠組みとなる理論について、その概略を説明できるようになる。
②デジタルメディアをめぐる新しい社会現象を適切な理論に基づいて把握し、検討できるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

デジタル・メディア論

伊藤　昌亮

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445506

2 2019年度 前期

- 1921 -



第4回

第5回

第6回

【理論編】集合行動論

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【現象編】デモ

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

第9回 【現象編】炎上

第7回

第8回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【理論編】社会運動論

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【現象編】ネット右派

60

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

【理論編】大衆社会論

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。
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60

第11回

第12回

第13回

【理論編】集合知論

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【番外編】出会い

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

【番外編】モビリティー

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

60

第10回

60

【番外編】共感

60

60

第15回

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。 60

到達度確認テスト

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

まとめ

【復習】 資料を読み直し、ポイントを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
配布資料に基づく講義形式。なお、展開に応じて授業内容が変更されることがあります。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況やコメントシートの提出状況）：50％、試験：50％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
特になし。

参考書
伊藤昌亮『フラッシュモブズ—儀礼と運動の交わるところ』（NTT出版）
伊藤昌亮『デモのメディア論—社会運動社会のゆくえ』（筑摩書房）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

・授業内容、進め方、講師の紹介と、基本概念（情報、デザイン、情報デザインなど）の整理を行う

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

本と図書館の情報デザイン

・本と図書館の歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

地図の情報デザイン

・地図の歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

テーマ・概要
情報を処理するための強力なツールとして、コンピュータがあります。その発展によって、われわれは、物質（アトム）だけでなく、情報
（ビット）の視点から、デザインを考えることができるようになり、情報デザインという概念が生まれました。情報が人間の尺度を超えて
膨大に増え続けている現在、情報を適切に咀嚼し、新たな価値や質をともなったものとして発信する情報デザインが強く求められていま
す。この授業では、伝統的な情報デザインの過去を振り返るとともに、現在、情報デザインを実践する際に有効とされる基本的な手法を紹
介します。

(1)情報デザインの歴史知識を習得する。
(2)情報デザインの現状における課題や問題を構造的に把握する。
(3)情報の収集（インプット）、編集（プロセス）、発信（アウトプット）に関わる諸手法の基本概念と特徴を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

情報デザイン論

高橋　裕行

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445507

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校と教育の情報デザイン

・学校と教育の歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

美術館と博物館の情報デザイン

・美術館と博物館の歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

60分

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を収集する 60分

第9回 インプット手法1（情報の収集）

文献調査、インタビュー、フィールドワークの諸手法の概略、特徴、活用方法を理解する

第7回

第8回

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。

20世紀型メディア（新聞、ラジオ、テレビ）の情報デザイン

・新聞、ラジオ、テレビの歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

通信とインターネットの情報デザイン

・通信とインターネットの歴史を振り返り、情報デザイン上の発明や工夫を理解する

60分

復習：授業中に触れたキーワードを説明できるようにする。 60分

筆記テスト（到達度確認テスト）

予習：レジュメを読み直し、筆記テストに備える
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60分

第11回

第12回

第13回

インプット手法2（情報の収集）

文献調査、インタビュー、フィールドワークの諸手法の概略、特徴、活用方法を実践する

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を収集する

プロセス手法1（情報の整理と発想）

情報整理法、発想法、編集、キュレーションの手法の概略、特徴、活用方法を理解する

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を整理し、発想する

プロセス手法2（情報の整理と発想）

情報整理法、発想法、編集、キュレーションの手法の概略、特徴、活用方法を実践する

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を整理し、発想する

60分

第10回

60分

アウトプット手法1（情報の表現）

情報を時間に配置する手法をワークショップを例として理解する

60分

60分

第15回

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を表現する 60分

アウトプット手法2（情報の表現）

情報を時間に配置する手法をワークショップを例として実践する

復習：授業中に紹介した手法をつかって、実際に情報を表現する

まとめ

授業全体を振り返り、質疑応答を行う

復習：授業全体を振り返り、到達目標と自分の理解度を比較し、不足しているものがあれば、復習する

第14回

- 1927 -



授業終了後に教室で受け付けます。随時、メールも受け付けます

授業の方法
前半は、スライドを使った講義形式で進めます。後半は、グループ・ディスカッシ ョンやミニ・ワークショップ、意見発表の時間を設け
ます。授業資料は、成蹊ポータル等で配布します。

成績評価の方法
課題レポート 40%、筆記テスト（到達度確認テスト）40%、リアクションシートへの記入と授業態度20%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　

次の点に着目し、その到達度により評価する。

(1)情報デザインの歴史知識を習得している。

(2)情報デザインの現状における課題や問題を構造的に把握している。

(3)情報の収集（インプット）、編集（プロセス）、発信（アウトプット）に関わる諸手法の基本概念と特徴を理解している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
各回の参考資料を、成蹊ポータル等を通じて適宜配布します

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業概要・概念と論点・アンケート

【予習】グローバリゼーションとメディアというテーマについて自分の関心・意見をまとめておく。
【復習】シラバスの内容に基づき、今後の学習計画を立てる。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文化帝国主義と従属理論

【予習】日本における外国（特に米国）のメディア・大衆文化の影響について考えてみる。
【復習】コミュニケーション論の批判的パラダイムに踏まえ、文化帝国主義と従属理論を理解する。

60

近代化とコミュニケーション
＊書評・発表について案内

【予習】近代化とは何かについて考えておく。
【復習】コミュニケーションと近代化の関係を語る様々なパラダイムを理解する。

60

テーマ・概要
この授業では国際コミュニケーション、超国家的な情報の流れに関する理論及び関連する諸問題を学びます。前半は国際コミュニケーショ
ンにおける主な理論と概念を紹介し、後半は具体的な事例を中心にメディアの国際的な製作・流通・消費に関わる様々な論点を検討しま
す。

１）　国際コミュニケーションの主な理論と最近の事例を踏まえ、メディア産業と国際情勢について批判的に考察できる能力を養う。
２）　授業の内容に基づき、学生みずからの関心を研究テーマに発展させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

グローバリゼーションとメディア

郭　善英

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445508

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文化帝国主義、その後

【予習】批判的コミュニケーション論におけるオーディエンス論について調べておく。
【復習】それぞれの理論の内容、メリット、デメリットを理解する。

60

コミュニケーション技術と情報の流通

60

【予習】海外で流行った日本の番組と日本で流行った海外の番組の事例を調べておく。
【復習】コンテンツの国際的に流通に関する理論・議論を理解する。

60

第9回 テレビ番組の超国家的消費

第7回

第8回

【予習】ニューメディアによる社会変動について考えておく。
【復習】コミュニケーション技術の発展に伴って提起された議論について理解する。

世界のメディア・システム

【予習】海外のメディアと比べ、日本のメディアの特徴は何か考えておく。
【復習】それぞれのシステムの特徴を理解し、日本のシステムを位置付ける。

60

超国家的メディア企業
＊書評締め切り（予定）

30

【予習】日本における超国家的メディアとは何か考えておく。
【復習】超国家的メディア企業によるメディア産業の構造変換について理解する。

60

ブローバル・コンテンツ産業
＊研究構想（期末レポート）案内

【予習】海外のコンテンツが日本に紹介されるタイプについて考えてみる。
【復習】それぞれの産業モデルの特徴を理解し、メリット・デメリットを理解する。
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60

第11回

第12回

第13回

国家戦略としてのメディア産業

【予習】国家とメディア産業はどうあるべきか考えてみる。
【復習】メディア・大衆文化と国家の関係を語る理論を理解し、事例に応用する。

国際報道と外国の表象

【予習】テレビニュースを視聴し、外国・外国人についてどう報道しているか観察しておく。
【復習】観察したテレビニュースの内容を批判的に考察する。

メディアと民主主義

【予習】民主主義とメディアの関係を描いた映画・ドキュメンタリーなどについて調べておく。
【復習】最近の事例に踏まえて、民主主義の向けたメディア・コミュニケーション可能性・限界につい
て考える。

60

第10回

60

予備

60

60

第15回

（後日周知） 60

日本のメディアの海外戦略

【予習】内閣府のクールジャパンHPに目を通しておく。
【復習】クールジャパン戦略の特徴や成果について考察する。

グローバル・メディアをどう見るか・期末レポート相談

【予習】これまでの授業で取り上げた論点を振り返ってみる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
主に講義を行いますが、ワークシート記入、質疑応答、ケース発表など、学生の参加による双方向的授業を目指します。

成績評価の方法
ワークシート40%、発表又は書評(選択）30%、研究構想30%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
コミュニケーション、メディア関連の授業を履修していることが望ましいです。

テキスト
決まったテキストはありません。書評レポートのためのテキストは授業内で紹介します。

参考書
授業内で紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

文化産業論の源流（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

文化産業論の源流（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

テーマ・概要
　あらゆるものが産業化されていく現代社会において、文化もその例外ではありません。この授業では、文化産業をめぐる重要な文献を取
り上げ、その展開を辿ることで、現代社会を理解するにあたって不可欠な考え方を身につけることを目指します。

ＤＰ２（課題の発見と解決）、６（文化現象の総合的理解）、７（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するため、次のような到
達目標を設定します：文化産業・メディア文化、さらに現代社会一般を広い視点から位置づけられるようになること。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディアの理論

西　兼志

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445509

カリキュラムにより異なります。 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文化産業と複製技術（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

文化産業と複製技術（２）

60

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

第9回 文化産業と精神分析（１）

第7回

第8回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

文化産業と群衆（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

文化産業と群衆（２）

60

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

中間まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

文化産業と精神分析（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

文化産業とメディア（１）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

文化産業とメディア（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

60

第10回

60

文化産業と監視社会（１）

60

60

第15回

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。 60

文化産業と監視社会（２）

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

まとめ

配付資料をよく読み、授業内容を整理し直すことで、理解できるようにする。

第14回

- 1935 -



学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
文化産業についての重要文献の講読を中心とした講義形式で進めていきます。
（なお、授業内容は、展開に応じて、変更されることがあります。）

成績評価の方法
期末レポート＝80%、コメントシートなど＝20%（なお、出欠登録の不正に対しては、厳正に対処する。）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39. 
次の点に着目し、その達成度により評価します。 
・文化産業（論）の展開を理解できているか。 
・その上で、各自の身の回りの現象を明らかにできるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特にありません。

テキスト
ポータルサイトを通じて随時、配布します。指示した資料はプリントアウトした上、必ず携帯すること（資料未入手の学生の受講は認めな
い）。

参考書
授業中に随時、指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テーマ設定1

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

調査を企画する

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

テーマ・概要
社会調査士資格関連科目の集大成として，調査の企画から報告書の作成までの社会調査の全過程を，実習を通じて体験的に学ぶ．授業で
は，調査の企画，仮説構成，調査項目の設定，質問と調査票の作成，対象者・地域の選定，サンプリング，調査の実施，データ入力とデー
タクリーニング，集計，分析，仮説検証，報告書の作成を体験する．

DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，社会調査に関する知
識を活用して，社会調査を実施できるようになる．

到達目標

授業の計画と準備学修

社会調査演習Ｉ

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151445601

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

テーマ設定2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

仮説作成1

60

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

第9回 調査票作成1

第7回

第8回

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

仮説作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

質問作成1

60

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

質問作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう
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60

第11回

第12回

第13回

調査票作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

調査票作成3

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

サンプリング1

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

60

第10回

60

サンプリング2

60

60

第15回

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう 60

実査

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

全体のまとめ

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
実習（班単位での作業中心です．授業外での作業が生じます）

成績評価の方法
平常点50%，提出物（論文・レポートなど）50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムG）．「社会調査演習II」とセットで履修してください．課程登録者のみ履修できます．予備登
録が必要ですので，かならずガイダンスに参加してください．

テキスト
金井雅之・小林盾・渡邉大輔編『社会調査の応用』弘文堂，ISBN: 978-4335551512

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

テーマ設定1

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

調査を企画する

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

テーマ・概要
社会調査士資格関連科目の集大成として，調査の企画から報告書の作成までの社会調査の全過程を，実習を通じて体験的に学ぶ．授業で
は，調査の企画，仮説構成，調査項目の設定，質問と調査票の作成，対象者・地域の選定，サンプリング，調査の実施，データ入力とデー
タクリーニング，集計，分析，仮説検証，報告書の作成を体験する．

DP3（他者との協働），6（文化現象の総合的理解），7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するために，社会調査に関する知
識を活用して，社会調査を実施できるようになる．

到達目標

授業の計画と準備学修

社会調査演習II

小林　盾

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151445602

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

テーマ設定2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

仮説作成1

６０

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

第9回 調査票作成1

第7回

第8回

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

仮説作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

質問作成1

６０

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

質問作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう
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６０

第11回

第12回

第13回

調査票作成2

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

調査票作成3

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

サンプリング1

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

６０

第10回

６０

サンプリング2

６０

６０

第15回

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう ６０

実査

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

全体のまとめ

教科書の該当個所を予習し，授業後に宿題の作業をおこなう

第14回
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学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
実習（班単位での作業中心です．授業外での作業が生じます）

成績評価の方法
平常点50%，提出物（論文・レポートなど）50%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
社会調査士資格の関連科目（カリキュラムG）．「社会調査演習II」とセットで履修してください．課程登録者のみ履修できます．予備登
録が必要ですので，かならずガイダンスに参加してください．

テキスト
金井雅之・小林盾・渡邉大輔編『社会調査の応用』弘文堂，ISBN: 978-4335551512

参考書
とくになし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

コミュニティＦＭの歩みと現在／「エフエムむさしの」について

授業内容を復習し、授業スケジュールをしっかり確認・理解する。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

スタジオ見学とリポーター体験

授業中の説明内容を整理し、しっかり理解する。 60

演習のテーマに関する説明とディスカッション／前回制作作品の試聴

授業内容を配布プリントに即して復習する。 60

テーマ・概要
　この演習では、武蔵野・三鷹地域における地域情報発信の担い手である団体の協力を得ながらテレビ番組やラジオ番組を制作し、完成作
品を実際に武蔵野・三鷹地域に向けて発信していきます。「演習B」では、コミュニティＦＭ局「エフエムむさしの」の協力の下にラジオ
番組を制作し、同局でオンエアします。こうした作業を通じ、皆さんはラジオというメディアの特質を理解するでしょう。また実際に地域
情報の発信に携わることで、皆さんの目は自然と「受け手が興味をもつ情報って何だろう？」「地域メディアと全国メディアはどう違うの
だろう」といった問題に向けられ、答えを見出していくでしょう。これらの体験はきっと、皆さんがこれからの社会を生きていく上での貴
重な財産となるはずです

DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5（表現力、発信力）、ＤＰ７（問題発見能力および多面的な分析能力）、DP８（他者
を理解する能力および自己を他者に正確に伝達する能力）を達成するため、次の３点を到達目標とします。
（１）ラジオ番組制作に関する基本的な知識を習得し、企画・取材・編集という一連の作業を経験しながら、番組を通してリスナーに伝え
たいメッセージを的確に表現した番組を完成させる。
（２）グループ作業においてお互いがもっている意見や情報を共有し合い、番組の完成という目標に向けて分業と協業をおこなう。
（３）情報の送り手としてラジオと関わることにより、情報の受け手として接するときとは異なる視点からラジオというメディアを見つめ
直し、その特徴についての理解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

メディア・リテラシー演習Ｂ

見城　武秀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 41351445604

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

番組制作のための基礎知識（機材、取材、構成など）

機材の使い方、取材上の注意事項など、授業で説明されたことを整理し、しっかり理解する。 60

取材練習および取材テーマに関するディスカッション

60

取材先にアポイントをとったり、取材した内容について整理したりといった作業をチームで進めてお
く。

60

第9回 取材（３）：取材、インタビュー

第7回

第8回

チーム毎に取材テーマについて話し合いの場をもち、確定させる。

取材先の下見・リサーチ

テーマにふさわしい取材先について下調べをし、取材先を絞り込んでおく。 60

取材（１）：取材、インタビュー

60

取材先にアポイントをとったり、取材した内容について整理したりといった作業をチームで進めてお
く。

60

取材（２）：取材、インタビュー

取材先にアポイントをとったり、取材した内容について整理したりといった作業をチームで進めてお
く。
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60

第11回

第12回

第13回

取材（４）：取材、インタビュー

取材先にアポイントをとったり、取材した内容について整理したりといった作業をチームで進めてお
く。

編集（１）

必要に応じて追加取材や編集作業を進めておく。

編集（２）

必要に応じて追加取材や編集作業を進めておく。

60

第10回

60

編集（３）

60

60

第15回

必要に応じて追加取材や編集作業を進め、番組を完成させる。 60

制作番組のオンエア

自分たちの制作したラジオ番組がオンエアされた感想についてまとめておく。

制作番組発表会−意見交換と講評

授業全体を振り返り、番組制作やチーム作業から自分が学んだことを整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
番組制作の実作業を中心とする演習形式。作業は４人１グループで進める予定です。この授業の履修を希望する方は、かならず「メディ
ア・リテラシー演習ガイダンス」（４月１日（月）に開催）に出席してください。事情によりガイダンスに出席できない場合、なるべく早
く教務部（文学部チーム）にその旨を申し出てください。

成績評価の方法
作品制作過程への参加状況（６０％）と完成した作品の質（４０％）を総合的に見て評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠しつつ、以下の基準に照らして評価します。
（１）ラジオ番組の制作にかかわる基本的な知識と技能を身につけているか。
（２）番組を完成させるという目標に向け、自分が果たすべき役割を自覚し、その達成に向けて努力しているか。
（３）グループのメンバーや取材協力者、番組のリスナーに自分の考えや意見を的確に伝えるための工夫をしているか。
（４）情報の送り手としてラジオと関わることにより、情報の受け手として接するときとは異なる視点からラジオというメディアを見つめ
直し、その特徴についての理解を深めることができたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として、メディア・リテラシー論／放送通信論／情報デザイン論／デジタル・メディア論

テキスト
特になし

参考書
授業中に紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　～バリアとは何か

授業の予定を理解するとともに、背景となる知識を整理し、次回の調査と取材に備える。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヒヤリング（子育て、観光）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

ヒヤリング（福祉分野、都市計画）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

テーマ・概要
この授業では、成蹊大学の位置する武蔵野市や近隣自治体に関わる具体的な授業テーマを設定し、関係者へのインタビューや質問紙調査な
どの手法を用いながら研究を進め、その研究成果を地域に向けて発信する。
2019年度のテーマは「“新しい”バリアフリーマップをつくる」とする。バリアフリーとは社会生活に参加する上での生活の支障となる物
理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策、および、取り除いた状態をさす言葉だが、近年では物理的な障壁にとどまらない多様な
障壁とその解消に注目が集まっている。そこで本講義では武蔵野市を舞台に、私たちの社会生活を営む上での多様な「バリア」を、ヒヤリ
ングやフィールドワークによって探り出す。これらの情報を、最終的には地図という形で可視化することを通して、多層的な「新しいバリ
アフリーマップ」をつくりあげることを目指す。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するた
め、以下の3点を到達目標とする。
①現在の地域の状況とその背景を知り、どのような課題が認識されているかを理解する。
②自分とは異なる時代や地域に生きてきた人々の経験についての関心や想像力を養う。
③フィールドワークや聞き取り調査などを通して得られた情報を分析し、今後に役立つ提案にまとめ、わかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

コミュニティ演習A

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051445605

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヒヤリング（当事者団体）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

調査計画の策定

90

前回のデータに基づき、次回のために調査項目、取材項目等をまとめる。 90

第9回 まちを調査する

第7回

第8回

前回のデータに基づき、次回のために調査項目、取材項目等をまとめる。

まちを調査する

収集したデータを整理する。 90

まちを調査する

90

収集したデータを整理する。 90

調査計画の収集と分析、次期計画の策定

前回のデータに基づき、次回のために調査項目、取材項目等をまとめる。
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90

第11回

第12回

第13回

地図の作成

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。

まちを再調査する

収集したデータを整理する。

地図の作成

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。

90

第10回

90

地図の作成

60

120

第15回

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。 90

最終報告会の準備

最終報告会のための資料作りを行う

最終報告会

最終報告会の成果を踏まえた振り返りをおこなう

第14回

- 1951 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークを前提とした演習形式で行う。

この授業は、コミュニティ演習Aとコミュニティ演習Bを一体のものとし、2コマ連続で実施する。履修者は必ずコミュニティ演習Aとコミュ
ニティ演習Bの両方を履修することになるので、注意すること。

成績評価の方法
授業内外で行う各種作業への参加状況とその成果（60％）、最終成果物および最終報告会における貢献とその質（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として「社会調査の方法」「コミュニティの社会学」「武蔵野地域研究」「質的調査入門（資料分析）」「質的調査法（インタ
ビュー）」がある。

テキスト
講義時に適宜紹介する。

参考書
講義時に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション　～バリアとは何か

授業の予定を理解するとともに、背景となる知識を整理し、次回の調査と取材に備える。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

ヒヤリング（子育て、観光）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

ヒヤリング（福祉分野、都市計画）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

テーマ・概要
この授業では、成蹊大学の位置する武蔵野市や近隣自治体に関わる具体的な授業テーマを設定し、関係者へのインタビューや質問紙調査な
どの手法を用いながら研究を進め、その研究成果を地域に向けて発信する。
2019年度のテーマは「“新しい”バリアフリーマップをつくる」とする。バリアフリーとは社会生活に参加する上での生活の支障となる物
理的な障害や精神的な障壁を取り除くための施策、および、取り除いた状態をさす言葉だが、近年では物理的な障壁にとどまらない多様な
障壁とその解消に注目が集まっている。そこで本講義では武蔵野市を舞台に、私たちの社会生活を営む上での多様な「バリア」を、ヒヤリ
ングやフィールドワークによって探り出す。これらの情報を、最終的には地図という形で可視化することを通して、多層的な「新しいバリ
アフリーマップ」をつくりあげることを目指す。

DP2（課題の発見と解決）、DP3（他者との協働）、DP5（表現力、発信力）、DP7（問題発見能力および多面的な分析能力）を実現するた
め、以下の3点を到達目標とする。
①現在の地域の状況とその背景を知り、どのような課題が認識されているかを理解する。
②自分とは異なる時代や地域に生きてきた人々の経験についての関心や想像力を養う。
③フィールドワークや聞き取り調査などを通して得られた情報を分析し、今後に役立つ提案にまとめ、わかりやすく伝える。

到達目標

授業の計画と準備学修

コミュニティ演習B

渡邉　大輔

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051445606

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

ヒヤリング（当事者団体）

収集したデータを整理し、調査計画を考える。 90

調査計画の策定

90

収集したデータを整理する。 90

第9回 まちを調査する

第7回

第8回

前回のデータに基づき、次回のために調査項目、取材項目等をまとめる。

まちを調査する

収集したデータを整理する。 90

まちを調査する

90

収集したデータを整理する。 90

調査計画の収集と分析、次期計画の策定

前回のデータに基づき、次回のために調査項目、取材項目等をまとめる。
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90

第11回

第12回

第13回

地図の作成

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。

まちを再調査する

収集したデータを整理する。

地図の作成

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。

90

第10回

90

地図の作成

60

120

第15回

グループごとに地図に必要な情報を埋め込む。 90

最終報告会の準備

最終報告会のための資料作りを行う

最終報告会

最終報告会の成果を踏まえた振り返りをおこなう

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
グループワークを前提とした演習形式で行う。

この授業は、コミュニティ演習Aとコミュニティ演習Bを一体のものとし、2コマ連続で実施する。履修者は必ずコミュニティ演習Aとコミュ
ニティ演習Bの両方を履修することになるので、注意してください。

成績評価の方法
授業内外で行う各種作業への参加状況とその成果（60％）、最終成果物および最終報告会における貢献とその質（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目として「社会調査の方法」「コミュニティの社会学」「武蔵野地域研究」「質的調査入門（資料分析）」「質的調査法（インタ
ビュー）」がある。

テキスト
講義時に適宜紹介する。

参考書
講義時に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
講義の予定、成績評価の方法などを説明する。

（予習）シラバスを読み、講義の概要を理解しておく。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「王政復古」と明治政府の成立
幕末期における天皇権威の浮上と、明治政府の成立過程について理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

江戸時代の天皇・朝廷
江戸時代における天皇・朝廷の位置づけについて理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

テーマ・概要
テーマ：近現代日本の天皇・皇室制度
本講義では、主に明治期～現在における天皇・皇室制度に着目しつつ日本近現代史を概観する。講義を通じて、しばしば天皇・皇室制度に
集約された形で表れる各時代の特徴を捉えるとともに、2019年の天皇代替わりを歴史的に位置づける視野を養うことを目指す。

①近現代の日本の歴史について基礎的な事実関係を理解し、説明することができる。（DP1）
②受講票への記入やレポートの作成を通して、自分の考えを自分の言葉で表現することができる。（DP5）
③現在存在している制度や観念が、歴史的に形成されたものであることを理解する。（DP6、DP7）

到達目標

授業の計画と準備学修

現代社会研究Ｂ

加藤　祐介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251445702

カリキュラムにより異なります。 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

近代天皇像の形成
近代においてどのような天皇像が立ち現れていったのかについて理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

大日本帝国憲法と皇室典範の成立
大日本帝国憲法と皇室典範の成立過程について理解する。

60

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

第9回 昭和天皇の登場と昭和初期の宮中
昭和天皇の政治的動向に着目しつつ、昭和初期の政治史を理解する。

第7回

第8回

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

教育勅語と軍人勅諭
近代天皇の、国民の精神的基軸としての側面について理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

政治史のなかの明治天皇
明治天皇の政治的動向に着目しつつ、当該期の政治史を理解する。

60

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

大正デモクラシーと天皇・皇室
大正デモクラシー状況下における天皇・皇室の対応のあり方について理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。
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60

第11回

第12回

第13回

昭和天皇と戦争
昭和天皇の政治的動向に着目しつつ、1930年代～1940年代における政治外交史を理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

近代天皇制の解体と日本国憲法
占領改革の結果、天皇・皇室制度のあり方が大きく変容していくことについて理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

象徴天皇の創出と定着
特に明仁皇太子の動向に着目しつつ、象徴天皇と社会の関係のあり方について理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

第10回

60

昭和天皇の戦後史
戦後における昭和天皇の動向、昭和天皇が在位し続けたことの意味などについて理解する。

240

60

第15回

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

60

平成の天皇・皇室
現在の天皇・皇室制度と政治・社会の関係について理解する。

（復習）講義で配布したレジュメを復習し、理解を深める。分からない点があれば、その点を明確にし
た上で講義担当者に質問する。

まとめ
講義のまとめを行う。

（復習）期末レポートの作成を行う。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
配布資料をもとに講義形式で行う。
毎回受講票を記入してもらい、次回の講義の冒頭において講義担当者が応答を行う。

成績評価の方法
期末レポート（60％）、受講票への記入など平常点（40％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
歴史学研究会編『天皇はいかに受け継がれたか』（績分堂出版、2019年）
その他、必要に応じて授業中で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業概要：イギリス児童文学の概要、歴史

シラバスをよく読み、授業の進め方を理解しておく。第２回の授業資料を読んでおく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

『クマのプーさん』第一章、語りの構造、擬人法、動物寓意譚

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

『クマのプーさん』ディズニー版のアニメ観賞、プーさんとイギリス経験主義、功利主義、献辞、序論、創作童話の翻訳

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

テーマ・概要
児童文学とは歴史小説やＳＦなどと同じ一つのジャンルであってたんに児童のための読み物ではない。児童の読み物の体裁をとった第一級
の文学である。この授業ではイギリスの代表的児童文学をとりあげ、児童文学の読み方を学習するとともに、その思想的社会的歴史的意味
を噛み砕いて解説する。また『クマのプーさん』では翻訳の実際を経験する。

英語の児童文学の意味を自分なりに解読できる。初歩的な翻訳の知識を得る。
到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＡ

大熊　昭信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468101

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

プーさんと植民地主義『クマのプーさん』第８章、探検、当時の探検との関係、第７章、カンガとルー、『プー横町に立った
家』第２章、ティガーの寓意

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

言葉遊び、大人の常識（正字）と子どもの無辜（誤字脱字）、do nothingの世界

90

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 60

第9回 『ピーター・ラビット』「ピーター・ラビットのお話」のダーウィンの進化論、弱肉強食、ナショナルトラスト

第7回

第8回

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。

『不思議の国のアリス』、ディズニー版アリス観賞、身体の伸縮、日常的尺度の違反、幻想、駄洒落、ナンセンス

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

『不思議の国のアリス』第９章教育批判、第３章コーカスレース、第５章キノコ（幻覚）、フーカー

90

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

『鏡の国のアリス』第１章（第６章）ジャバウォッキー、第３章の造語、第１２章、胡蝶の夢、シュールリアリズム、アリスの
影響、ヤン・シュヴァンクマイエルのビデオ観賞、ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。
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90

第11回

第12回

第13回

　ビアトリクス・ポターの世界「ティギー・ウィンクルのお話」、「コブタのロビンソン」

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。

『風にのってきたメアリー・ポピンズ』魔女、コリーおばさんの宇宙創造、異教的要素

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。

動物の寓意する知恵『風にのってきたメアリー・ポピンズ』「満月」『とびらをあけるメアリー・ポピンズ「高潮」、トラ
ヴァースの思想『公園のメアリー・ポピンズ』「ハロウィーン」

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。

90

第10回

90

『ピーター・パン』、成長しない子ども、ネバーランドとロンドン、バンクス家とピーターたち

60

90

第15回

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。 90

『ピーター・パン』、海賊、インディアン、プーさんのカンガ、ルーとティガー、『風にのってきたメアリー・ポピンズ』「わ
るい火曜日」の改作問題

今回の授業資料を整理し、次回の授業資料をあらかじめ読んでおく。

まとめ

全体の授業資料を整理しておく。

第14回
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授業終了後、教室で受け付ける

授業の方法
ビデオやＯＨＰなどを用いながら講義形式で行う。あらかじめ授業資料を成蹊ポータルにアップしておくので、それをダウンロードしたも
のを授業時間に持参して講義を聴きながら補完していくようにしてほしい。

成績評価の方法
毎回の授業参加態度（４０％）、最終試験（６０％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし　
ただし『クマのプーさん』『不思議の国のアリス』など授業で扱う作品は翻訳でもよいから読んでおくこと。

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中や授業資料で紹介する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の進め方について

シラバスを読んでおく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

書誌の取り方②表紙

指定の課題を行う。 60

書誌の取り方①大きさと装訂

指定の課題を行う。 60

テーマ・概要
書物には二面性がある。物質（形・大きさ・紙など）と内容（テクスト＝文字・絵画などの情報）である。書誌学は、書物の物質面、すな
わち「モノ」としての書物を扱う学問である。書誌学的なアプローチの方法を修得することで、書物そのものから非常に多くの情報を引き
出すことが可能となり、作品の理解を深めることができる。本授業では、古典籍の扱い方や調査方法に関する基礎的な知識を、実物に触れ
ながら実践的に身につけることを目指す。

DP2（課題の発見と解決）、6（文化現象の総合的理解）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
・日本文学研究における書誌調査の意義を理解する。
・日本の書物の歴史を学ぶ。
・古典籍の扱い方と書誌調査について基礎的な知識を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＢ

牧　藍子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468102

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

古典籍概観①

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

古典籍概観②

60

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。 60

第9回 古典籍概観④

第7回

第8回

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。

書誌の取り方③外題と内題

指定の課題を行う。 60

書誌の取り方④版式・写式・文字・絵

60

指定の課題を行う。 60

古典籍概観③

授業時に配布されたプリントを読み直し、確認する。
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60

第11回

第12回

第13回

書誌の取り方⑤刊記・奥書・書き入れ・蔵書印

指定の課題を行う。

参考情報
図書館実習

指定の課題を行う。

書誌調査の実習①

指定の課題を行う。

60

第10回

60

書誌調査の実習②

60～

60

第15回

指定の課題を行う。 60

書誌調査の実習③

指定の課題を行う。

授業のまとめ

これまでの学修内容を確認しておく。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義形式とグループワークを取り入れた演習形式を組み合わせて行う。

成績評価の方法
授業への参加具合（書誌調査カード・リアクションペーパー等を含む）50%、到達度確認テスト（あるいは課題レポート）50%による総合評
価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その達成度により評価する。
・日本文学研究における書誌調査の意義を理解できたか。
・日本の書物の歴史を把握できたか。
・古典籍の扱い方と書誌調査について基礎的な知識を身につけられたか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
『書誌学入門』堀川貴司著、勉誠出版、2010年、1944円

参考書
授業中に適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

ジェンダーに関する新聞、雑誌記事などを読んでくる。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「II　ジェンダー・スタディーズの諸相」「1 文化とジェンダー」「A 育つ・育てる」「B 多様な文化・多様なくらし」を読
み、議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

「I ジェンダー・スタディーズの理論」を読み、議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

テーマ・概要
ジェンダー・スタディーズのさまざまなトピックについて学ぶ。グローバル化のすすむ現代社会におけるジェンダーをめぐるさまざまな問
題について学び、女性も男性も、そして、多様なジェンダー・アイデンティティやセクシュアリティを持つ人々も、すべての人が自由に生
き生きと自分らしく生きられる社会とはどのような社会か、ということについて考える。

DP6(文化現象の総合力理解）、DP7(問題発見能力および多面的な分析能力）、DP8（他者を理解する能力および自己を他者に伝達する能
力）を実現するため、次の4点を到達目標とする。
①ジェンダー・スタディに関する知識を身につける。
②ジェンダー・センシティブな物の見方を身につける。
③テキストの理解の上に、自分で調べたことを加えて口頭および文章で表現出来るようになる。
④参加者相互で建設的な議論を構築出来るようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＣ

竹内　敬子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468103

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「C "his story"を越えて」「D 想像と創造」を読み、議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

「II　ジェンダー・スタディーズの諸相」「2 社会とジェンダー」「A 社会システムを考える」「B 心のなかを見つめる」を読
み、議論する

60
報告者は120

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

第9回 「C ケアする／される」を読み、議論する。

第7回

第8回

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

「C　お金と労働の間」「人間という存在を問う」を読み議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

「E 法というシステム」を読み、議論する。

60
報告者は120

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

「II　ジェンダー・スタディーズの諸相」「3 身体とジェンダー」「A 生物としての人間」「B 身体/スポーツを考える」を読
み、議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。
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60
報告者は120

第11回

第12回

第13回

映画『オフサイド・ガールズ』を鑑賞する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

映画『オフサイド・ガールズ』の続きを鑑賞し、議論する。

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

「III　ジェンダー・スタディーズの最前線」の中の17のテーマの中から選んだテーマをグループで調べ、発表し、議論する。
（発表は２グループずつ）

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

第10回

60
報告者は120

「III　ジェンダー・スタディーズの最前線」の中の17のテーマの中から選んだテーマをグループで調べ、発表し、議論する。
（発表は２グループずつ）

60

60
報告者は120

第15回

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

60
報告者は120

「III　ジェンダー・スタディーズの最前線」の中の17のテーマの中から選んだテーマをグループで調べ、発表し、議論する。
（発表は２グループずつ）

テキストを読み、関連する文献や新聞記事を読んだり、TVニュース、ドキュメンタリー番組などを見
る。

まとめ

全体の復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
学生によるテキストの該当部分の報告（テキスト以外にもさまざまな調査をすること）とそれに基づく議論。

成績評価の方法
レジュメ、報告内容、議論への参加、発言内容、課題など：40％。
期末レポート：60％。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「人権とジェンダー」

テキスト
木村涼子他『よくわかるジェンダー・スタディーズ』（ミネルヴァ書房）

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の全体像、進め方、学習・復習の仕方等を説明する。
・アートとは？
・アドミニストレーションとは？

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

アートの伝播
・明治以降の日本にアートという概念が導入された経緯をたどる。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

アートの誕生／制度化
・西洋近代にアート（芸術）という領域が成立した背景を探る。
・アートが社会のなかに定着していく過程をたどる。

【予習】アート・アドミニストレーションについて考える。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
本科目では「アート・アドミニストレーション」をテーマに、授業では多様な視点からのアート・アドミニストレーションへのアプローチ
により、日本におけるアート・アドミニストレーションの課題とそれに対するアプローチの方法を学びます。とりわけ、文化施設や実演団
体などの芸術文化組織を取り巻く環境とその組織特性に着目します。

アート・アドミニストレーションの基礎知識を身につけることを目標とします。
①芸術文化にかかわる組織とそれらを取り巻くさまざまな制度を理解できる。
②そして、その運営に必要となる基礎知識を得る。
これらの目標を達成することによって、DP1およびDP3を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＤ

李　知映

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468104

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

アートとアドミニストレーションの関係

予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

アートにかかわる多様な組織

90

予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

第9回 アートを支える多様な人材
・社会とアートを結びつけるつなぎ手について考える。

第7回

第8回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】1回～5回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
アートを取り巻く制度

予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

企業とアート
・企業活動のなかにアートがどのように取り入れられているのかを具体的に探る。

60

予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

地域とアート
・アートを活用したまちづくりや地域活性化について学ぶ。

予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。
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90

第11回

第12回

第13回

諸外国のアートを取り巻く制度

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】6回～10回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
プレゼンテーション①
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

プレゼンテーション②
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

第10回

90

プレゼンテーション③
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

60

90

第15回

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

プレゼンテーション④
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

まとめ
・現代社会におけるアートの役割について、半期の授業を通して得られた知見を検証する。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。必要に応じグループワークも行う。また上で示されていた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理
解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
成績はプレゼンテーション（1回：30％）と小テスト（2回：30％）や授業への参加度・積極性等（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①芸術文化にかかわる組織とそれらを取り巻くさまざまな制度を理解できる。
②そして、その運営に必要となる基礎知識を得る。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
演習の進め方について確認し、報告の担当を割り振る。

（予習）シラバスを読み、演習の内容を把握しておく。 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

報告と討論の実践（１）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

報告と討論の方法
講義担当者が報告を実演する。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

テーマ・概要
テーマ：戦後日本の皇室制度
2019年の天皇代替わりを控え、現在、皇室制度のあり方に大きな関心が集まっている。そこでこの演習では、戦後日本の皇室制度について
扱った基礎的な文献を講読し、皇室制度と法・政治・社会の関係性について理解を深めることを目指す。

①テキストの正確な読解を通して、皇室制度をめぐる諸問題について基礎的な知識を習得し、説明することができる。（DP1、DP2）
②報告レジュメの作成やディスカッションを通じて、自身の考えを自分の言葉で発信することができる。（DP3、DP5）

到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＥ

加藤　祐介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468105

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

報告と討論の実践（２）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

報告と討論の実践（３）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

120

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

第9回 報告と討論の実践（７）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

第7回

第8回

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。

報告と討論の実践（４）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

報告と討論の実践（５）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

120

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

報告と討論の実践（６）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。
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120

第11回

第12回

第13回

報告と討論の実践（８）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。

報告と討論の実践（９）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。

報告と討論の実践（10）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。

120

第10回

120

報告と討論の実践（11）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

240

120

第15回

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。 120

報告と討論の実践（12）
報告者が担当箇所について、作成したレジュメに基
づいて報告し、それをもとに全員で討論を⾏う。

（予習）テキストの該当部分を熟読し、疑問点・論点などを明確にしておく。

まとめ
演習のまとめを行う。

（復習）期末レポートの作成を行う。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
演習形式で行う。報告者はテキストをレジュメにまとめて報告し、それをもとにディスカッションを行う。

成績評価の方法
平常点（40％）、報告内容（30％）、期末レポート（30％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
河西秀哉『明仁天皇と戦後日本』（洋泉社新書、2016年）
横田耕一『憲法と天皇制』（岩波新書、1990年）
吉田裕ほか編『平成の天皇制とはなにか』（岩波書店、2017年）

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の全体像、進め方、学習・復習の仕方等を説明する。
・文化政策とは

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本の文化政策の歴史②
・1990年代の政策変化
・文化芸術振興基本法以降
・近年の動向

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

日本の文化政策の歴史①
・明治から第二次世界大戦
・戦後

【予習】文化政策について考える。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

テーマ・概要
本科目では「文化政策の入門」をテーマに、授業では文化政策の対象とその意義を理解するとともに、日本の文化政策の歴史と主体別の特
徴について概観します。さらに、海外の文化政策を同時に視野に入れ、文化政策の比較と考察を行います。
各国がどのような理念のもと文化政策を行い、どのような施策・事業を実施しているのか、その政策目的や手段の違い、あるいは共通点を
比較検討することにより、文化政策の多様なあり方についての理解も深めます。

日本の文化政策のみならず、海外の文化政策を知り、相対的、客観的な視点から、文化政策を考察できるようになることを目指します。
①日本の文化政策の歴史と主体別の特徴が分かる。
②各国の文化政策の目的やその変遷、具体的な政策手段の特徴が分かる。
これらの目標を達成することによって、DP1およびDP3を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

トピック・セミナーＦ

李　知映

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468106

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

国による文化政策①
・文化財の側面から

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

国による文化政策②
・文化産業、観光政策の側面から

90

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

第9回 韓国の文化政策

第7回

第8回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】1回～5回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
イギリスの文化政策

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

アメリカの文化政策

60

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

フランスの文化政策・ドイツの文化政策

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。
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90

第11回

第12回

第13回

シンガポールの文化政策

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】6回～10回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
プレゼンテーション①
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

プレゼンテーション②
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

第10回

90

プレゼンテーション③
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

60

60

第15回

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

日本の状況と他国との比較

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

まとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。必要に応じグループワークも行う。また上で示されていた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理
解度に応じて取り組むこと。　
＊第6回以降の国の順番は状況により前後することがある。

成績評価の方法
成績はプレゼンテーション（1回：30％）と小テスト（2回：30％）や授業への参加度・積極性等（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①日本の文化政策の歴史と主体別の特徴が分かる。
②各国の文化政策の目的やその変遷、具体的な政策手段の特徴が分かる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・学習の進め方について説明、学習方法についての注意
・基礎知識診断テスト　
・スーパー英語受講
・課題配付

・授業予定に合わせて「スーパー英語」の学習予定を立てる。
・「スーパー英語」の使い方に慣れ、学習を始める。
・配付課題に答える。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。

60分

テーマ・概要
文法知識の整理と徹底的な演習を行い、試験だけでなく会話や作文で使える文法知識の習得を目指す。
2019年度は、「スーパー英語」の文法問題（中級・上級）と配付課題を使い、自習を前提として進める。

・英語で文法的に正しい文が書ける。
・文法規則に合わない英語の表現を正しく書き換えられる。
・複雑な構造の文を分析的に読み、その意味を理解できる。
・英文の文法的な正しさや間違いを、文法規則にあてはめて説明できる。　
・予定に合わせて計画的に学習できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

Ａｃｔｉｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇｒａｍ

松原　知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251468201

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

・小テスト（１）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

・小テスト（２）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

90分

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

第9回 ・小テスト（６）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

第7回

第8回

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

・小テスト（３）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

・小テスト（４）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

90分

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

・小テスト（５）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

・小テスト（７）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

・小テスト（８）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

・小テスト（９）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

・「スーパー英語」（Selected Training)を自習する。
・配付課題に答える。
・小テストに備えて「スーパー英語」と配付課題を復習する。

90分

第10回

90分

・小テスト（１０）
・スーパー英語 (Selected Training) についての注意，質疑応答、面談
・スーパー英語受講
・課題配付、提出、質疑応答

30分

60分

第15回

・「スーパー英語」の総復習をする。 90分

・総復習テスト

・「スーパー英語」の総復習をする。

・全体について注意事項伝達，質疑応答、補足

・「スーパー英語」と配付課題の総復習をする。

第14回
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授業中および終了後に教室で、または随時メールで受け付ける。

授業の方法
配付課題と「スーパー英語」(Selected Training)を教材として、自習を前提として進める。
授業時間には、教員に質問したり，教室で自習したりできる。
学生は各自で「スーパー英語」を自習し，授業中に小テストを受ける。
自習で間違えた問題や理解できなかった事柄は、参考書や辞書などで確かめ、調べても分からない点は、授業時間に質問できるように準備
しておくことが望ましい。
学生は，配付された課題に答え、授業時に提出する。提出された課題は教員が添削等をして返却する。
学習上の問題点について必要に応じて個人的なアドバイス等をする。

初回の授業時は学習の進め方について詳しい説明をするので必ず出席すること。

成績評価の方法
期末テスト（50％）、小テスト（40％）、スーパー英語（10％）を総合して評定する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
小テストと期末テストによって、この授業の目標の到達度を測る。
スーパー英語の学習記録によって、計画的に自習を行うことができたかどうかを判断する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目　Practical English Grammar（後期開講）

テキスト
特になし（配付教材を使用する）

参考書
『表現のための実践ロイヤル英文法』、綿貫陽他、旺文社，例文暗記CD付き　2268円（税込）；CDなし 1944円（税込）
『ロイヤル英文法 - 徹底例解』、綿貫陽他、旺文社 1944円（税込）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

・学習の進め方について説明
・基礎知識診断テスト
・課題配付

復習として、授業時間中に受け取った課題に解答、自習する。
・授業予定に合わせて学習予定を立てる。

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

・課題配付、提出
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

・課題配付、提出
・ウェブ教材受講
・ウェブ教材学習上の注意
・質疑応答

復習として、ウェブ教材「英文法徹底トレーニング」の使い方に慣れ、学習予定を立てて学習を始め
る。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

60分

テーマ・概要
文法知識の整理と徹底的な演習を行う。大学入学前に文法の授業を受けたことがない、TOEFLやTOEICの文法問題が難しすぎて手が出ないな
ど、基礎を確認したい学生や、さまざまな文法問題に挑戦して実力をつけたい学生が、英語の文法を体系的に身につけ、現実的な場面でそ
の知識を応用できるようになることを目指す。
大学入試レベルのウェブ教材を利用して基礎的な英文法の演習をすると共に、配付する課題によって応用力の育成を図る。

・大学入試問題の標準的な文法問題に正解できる。
・文法的に誤った英語の表現を正しく書き換えられる。
・基礎的な文法規則を実際的な場面で応用できる。
・英文の文法的な正しさや間違いを、文法規則にあてはめて説明できる。
・予定に合わせて計画的に学習できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇr

松原　知子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11251468202

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

・小テスト（１）
・課題配付、提出
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

・小テスト（２）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

90分

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

第9回 ・小テスト（６）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

第7回

第8回

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

・小テスト（３）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

・小テスト（４）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

90分

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

・小テスト（５）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。
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90分

第11回

第12回

第13回

・小テスト（７）
・課題配付、提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

・小テスト（８）
・課題提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

・小テスト（９）
・課題提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

・「英文法徹底トレーニング」で自習する。
・提出課題に解答する。
・小テストに備えて「英文法徹底トレーニング」の該当箇所を復習する。

90分

第10回

90分

・小テスト（１０）
・課題提出、返却
・ウェブ教材受講
・質疑応答

60分

90分

第15回

・総復習テストに備えて「英文法徹底トレーニング」と提出課題の総復習をする。 90分

・総復習テスト
・課題返却

・「英文法徹底トレーニング」と提出課題の総復習をする。

・総復習、注意、補足

・「英文法徹底トレーニング」と提出課題の総復習をする。

第14回
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授業中および終了後に教室で、または随時メールで受け付ける。

授業の方法
ウェブ教材と印刷物を教材として、自習を前提として進める。授業時間以外にウェブ教材を受講する環境が必要になる。自宅での受講も可
能。
授業時間には、各自の進度に合わせて自習内容についての小テストを受験する。また課題用紙の提出と、評価済みの小テストと課題の返却
受領を行う。
教室内では自習したり、教員に質問や相談をすることができる。自習で間違えた問題や理解できなかった事柄は、参考書や辞書などで確か
め、調べても分からない点は、授業時間に質問できるように準備しておくことが望ましい。
初回の授業時は学習の進め方について詳しい説明をするので必ず出席すること。

成績評価の方法
総復習テスト（50％）、小テスト（40％）、ウェブ教材（10％）を総合して評定する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
授業中の小テストと期末のテストによって、この授業の目標の到達度を測る。
ウェブ教材の学習記録によって、計画的に自習を行うことができたかどうかを判断する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目　Active English Grammar（前期開講）

テキスト
『英文法徹底トレーニング』CHIeru.net　2340円（税込）（ウェブ教材。教科書販売所で受講に必要な番号（シリアルキー）を記載した
カードを販売する。）

参考書
『表現のための実践ロイヤル英文法』、綿貫陽他、旺文社，例文暗記CD付き　2268円（税込）；CDなし 1944円（税込）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ラテン語の音読（音節、アクセント）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

格変化（格の意味）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

数と性（単数と複数、男性・女性・中性）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

テーマ・概要
【テーマ】ラテン語初級文法
【概要】ラテン語文法の基本的な知識を習得し、辞書を使って簡単な文章を読めるようになることを目指す。

（１）ラテン語初級文法の教科書を最後まで学習する
（２）ラテン語の動詞・名詞等の活用を習得する
（３）辞書を参照できるようになる
（４）辞書を使って簡単な文章を読めるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ラテン語Ｉ

井上　秀太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468301

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

名詞の変化、動詞sum（第一変化名詞、不規則動詞sumの活用）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

動詞の活用（第一活用動詞）

2時間

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

第9回 完了と過去完了（語幹の分類、相対時制）

第7回

第8回

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

中性名詞と形容詞（第二変化名詞、形容詞の変化）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

未完了過去と未来（第二活用動詞、未完了の用法）

2時間

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

第三・第四活用動詞と人称代名詞（活用形分類の基準、人称代名詞の属格）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。
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2時間

第11回

第12回

第13回

第三変化名詞（子音幹変化とi幹変化）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

第三変化の形容詞（辞書の見出し表記、語幹の見分け方）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

分詞（現在分詞と完了分詞）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

第10回

2時間

指示代名詞と再帰代名詞（再帰代名詞が文中で指し示すもの）

2時間

2時間

第15回

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

受動態（受動の活用、行為者）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

受動態（受動の完了時制）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
各課の学習項目を担当教員が解説した後、練習問題に取り組む。練習問題は和訳のみでなく文法事項の確認に重きを置いて行う。

成績評価の方法
授業に向けた予習状況と授業中の取り組み（50％）および、学期末に行う試験（50％）に基づいて評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
有田潤『初級ラテン語入門』白水社　ISBN978-4-560-00750-1

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

奪格（手段、方法、起源、限定を表す用法）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第四・第五変化名詞（etと-queによる並列表現）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

関係代名詞（関係代名詞の変化、関係代名詞の性・数・格の決まり方）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

テーマ・概要
【テーマ】ラテン語初級文法
【概要】ラテン語文法の基本的な知識を習得し、辞書を使って簡単な文章を読めるようになることを目指す。

（１）ラテン語初級文法の教科書を最後まで学習する
（２）ラテン語の動詞・名詞等の活用を習得する
（３）辞書を参照できるようになる
（４）辞書を使って簡単な文章を読めるようになる。

到達目標

授業の計画と準備学修

ラテン語II

井上　秀太郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251468302

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

比較級と最上級（比較級と最上級の作り方、独立用法）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

動詞eoの活用、未来完了（強意代名詞ipse、sumの複合動詞）

2時間

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

第9回 疑問文（疑問文の作り方、間接疑問文）

第7回

第8回

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

命令法（第一命令形と第二命令形）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

不定形を伴う対格（対格の用法、受動態の不定法）

2時間

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

副詞（形容詞から副詞を作る方法）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。
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2時間

第11回

第12回

第13回

独立奪格（分詞構文と独立奪格）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

目的分詞（第一目的分詞と第二目的分詞）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

接続法（接続法の活用）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

第10回

2時間

目的・傾向・結果を表す接続法の用法（utとneの用法）

2時間

2時間

第15回

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

2時間

関係代名詞節の中の接続法の用法（接続詞としてのcumと接続法の用法）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

間接話法と接続法（間接話法の中の従属節における接続法）

【予習】教科書の解説と練習問題を読んでおく
【復習】授業中の解説を読み直し、例文と練習問題を繰り返し音読する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
各課の学習項目を担当教員が解説した後、練習問題に取り組む。練習問題は和訳のみでなく文法事項の確認に重きを置いて行う。

成績評価の方法
授業に向けた予習状況と授業中の取り組み（50％）および、学期末に行う試験（50％）に基づいて評価する

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
有田潤『初級ラテン語入門』白水社　ISBN978-4-560-00750-1

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の全体像、進め方、学習・復習の仕方等を説明する。
・「地域文化」について、その簡略を説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地域文化・地域資源・地域調査法
・地域社会の実情を理解を深める。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

地域文化の歴史と現在
・地域文化はだれのためのものかを歴史を振り返りながら確認する。

【予習】地域文化について考える。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
本科目では、地域社会がこれから課題となってくることは何かについて、様々なデータや研究を通じて、一緒に探っていきます。授業で
は、武蔵野地域に目を向け、武蔵野地域が持つ豊かな文化や（それを活かすという意味での）地域資源の発掘、また、地域が抱える諸問題
の探求を行うとともに、各地で展開されている地域活性化の取り組みや地域を舞台にした活動例を紹介しながら、武蔵野地域の未来を考え
ます。

文学や歴史、文化事象、環境問題や社会問題、教育問題、地域の抱える課題など、武蔵野地域文化を広く捉え、マクロ、ミクロ視点で理解
することで、「総体としての地域」をさまざまな視角から考察する力を養うことを目標とします。
①地域文化とは何かを理解できる。
②地域文化がどのように創造され、それがどのようにして発信されていくかを理解できる。
③武蔵野地域における文化や地域性が理解できる。
これらの目標を達成することによって、DP1およびDP3を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

発信する武蔵野地域文化

李　知映

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051468401

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

地域文化を残す、地域文化を創る
・地域文化の創成がどのように生まれて、どのように継承されてきたかを確認する。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

地域とコミュニティ
・地域文化施策に必要な広報活動および生活者同士のコミュニケーションの活性化施策を確認する。

90

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 特色のある地域文化③
・地域の文化施設を取り上げる。

第7回

第8回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】1回～5回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テストを行う。
地域文化度の高い街はどんな街か
・地域文化度の高い街はどんな街かを検討する。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

特色のある地域文化①
・地域資源の活用を事例として紹介する。

60

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

特色のある地域文化②
・地域の力を生かしてまちづくり事例として紹介する。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。
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90

第11回

第12回

第13回

特色のある地域文化④
・文化の多様性を事例として紹介する。

【予習】次週以降のプレゼンテーションの準備をする。
【復習】6回～10回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テストを行う。
プレゼンテーション①
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

プレゼンテーション②
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

第10回

90

プレゼンテーション③
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

60

90

第15回

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

プレゼンテーション④
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

授業の全般的なまとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。必要に応じグループワークも行う。また上で示されていた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理
解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
成績はプレゼンテーション（1回：30％）と小テスト（2回：30％）や授業への参加度・積極性等（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①地域文化とは何かを理解できる。
②地域文化がどのように創造され、それがどのようにして発信されていくかを理解できる。
③武蔵野地域における文化や地域性が理解できる。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2004 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の全体像、進め方、学習・復習の仕方等を説明する。
・現代社会において伝統芸能を学ぶ意味について説明する。

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

伝統芸能の歴史

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

芸能の領域
伝統芸能・民俗芸能・大衆芸能の分類等

【予習】日本の芸能について考える。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

テーマ・概要
日本文化の諸相を日本の芸術の面から考えていきます。とりわけ、日本の伝統芸能（文楽・歌舞伎・能・狂言など）、大衆芸能（講談・落
語・漫才など）、そして民俗芸能についての基礎知識を教養として身につけることを目指します。同時に、第一線で活躍する演者や伝統芸
能を支える人々へのインタビュー映像、フィールドワーク等を通じて、伝統芸能の現代日本社会および海外との関わりや将来的な展望につ
いて理解することを目的とします。

本授業の到達目標は、受講生が、①日本の伝統芸能についての概要を把握すること、②日本の大衆芸能芸能についての概要を把握するこ
と、③日本の伝統的な文化の理解を通して、現代日本文化について考えることを目標としています。
これらの目標を達成することによって、DP1およびDP3を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

実践する日本文化

李　知映

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051468402

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

能の世界①
・能舞台とは
・能面と能装束
・能楽師とは

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

能の世界②
・演者によるビデオを鑑賞する。 
・批評する。

90

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

第9回 歌舞伎の世界②
・演者によるビデオを鑑賞する。 
・批評する。

第7回

第8回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】1回～5回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
狂言の世界
・狂言の概要を知る。
・演者によるビデオを鑑賞する。 
・批評する。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

文楽の世界
・文楽の概要を知る。
・演者によるビデオを鑑賞する。 
・批評する。

60

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

歌舞伎の世界①
・歌舞伎の概要を知る。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

伝統芸能の近代とはなにか
・文楽、歌舞伎、能・狂言をふりかえり、その近代化の実際を考える。

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】6回～10回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
大衆芸能とはなにか
・大衆芸能の歴史およびその範囲について考える。 
・講談・落語・漫才等

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

民俗芸能とはなにか
・民俗芸能の歴史およびその範囲について考える。
・神楽・田遊び・花祭等

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

90

第10回

60

近代劇とはなにか 
・西洋演劇の輸入としての近代劇のあらましをたどり、その近代性のありかを考える。

60

60

第15回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

60

日本の伝統芸能と国際交流

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】キーワードについて説明できるようにする。

芸能の近代化とはなにか
・授業のまとめをかねて講義する。

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義を中心に進める。必要に応じフィールドワークも行う。また上で示されていた準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の
理解度に応じて取り組むこと。
＊狂言師や日本舞踊家を招聘し、実際に授業中に体験してみる機会を検討中。（これが実行できる場合は、授業の内容が前後する場合があ
る。）

成績評価の方法
成績は課題レポート（2回：40％）と小テスト（2回：20％）や授業への参加度・積極性等（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①日本の伝統芸能についての概要を把握できる。
②日本の大衆芸能芸能についての概要を把握できる。
③日本の伝統的な文化の理解を通して、現代日本文化について考える。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction: Musashino furosato – a brief history.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Literature in Musashino / Musashino in Literature II: 
Dazai Osamu and Tsushima Yuko.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

Literature in Musashino / Musashino in Literature I: 
Kunikida Doppo, Noguchi Ujō, Kaneko Matsuhara.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

テーマ・概要
This course intends to give students a broad introduction to all aspects of Musashino culture from its beginnings in the 
Jōmon period – via literature and the arts – to cultural activities in the twenty-first century.

There will be a wide variety of course materials (in English) including short extracts from novels and short stories, 
video screenings (of anime and movies) and tourist information. There will be a mix of student-centered activities and 
short lectures which will give students the opportunity to learn more about Musashino City.

This in accordance with DP6: Overall understanding of cultural phenomena

到達目標

授業の計画と準備学修

Ｍｕｓａｓｈｉｎｏ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｓ

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051468403

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

Literature in Musashino / Musashino in Literature III: Ōoka Shōhei, Kurahashi Yumiko, Matayoshi Naoki.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

An introduction to the visual arts in Musashino City.

60 mins.

Preparing for next week by reading 
handouts and answering focus questions.

60 mins.

第9回 Group projects on one aspect of previous classes 
due.

第7回

第8回

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

Anime and manga I

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

Anime and manga II

60 mins.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

In-class preparation for students’ group projects.

Reviewing material and preparing for the group project.
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60 mins.

第11回

第12回

第13回

Temples and shrines from nō drama at the Gessoji to the Musashino Pilgrimage.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

Musashino and Brasov

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

Student-centered in-class research on aspects of 
Musashino culture not covered on the course. Research areas might include annual events, theatre,
tourism, entertainment, exhibitions, markets, and 
eating out.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

第10回

60 mins.

In-class preparation of oral presentations and final 
paper.

optional

60 mins.

第15回

Reviewing material and preparing for the oral presentation 60 mins.

Students deliver oral presentations of their research.

Reviewing course  material and preparing for the final essay

Overview of course and review of materials. Essay 
deadline.

Review course content.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
The class will be taught in English. There will be pair and group work in addition to individual research. Lesson plans are 
subject to change depending on students’ progress and the availability of texts in English.

成績評価の方法
Homework and participation: 30%
Group presentation: 30%
Final Paper: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Handouts will be provided.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Introduction: the creation myth, fudoki, Shintoism, 
Buddhism and the influence of Chinese culture.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

Heian culture II Taketori Monogatori: the ancestor of all romances. Konjaku monogatari-shū.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

Heian culture I waka, kana and the rise of women’s 
writing.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

テーマ・概要
This course covers Japanese culture from the first written texts in the eighth century via the golden age of the Heian 
period to the counter-cultural revolution of the 1960s and beyond. There will be a wide variety of course materials – in 
English – including poetry, short stories and extracts from novels.

It is intended that this broad view of Japanese culture will give students the opportunity to research and discuss various 
aspects of literature, cinema and the arts. This in accordance with DP6.

到達目標

授業の計画と準備学修

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｓｔ

セバスチャンジョーンズ　マーク

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21051468404

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

Uji shūi monogatari and Heikei monogatari.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

From Zeami and nō drama to Issun Bōshi and Lazy 
Taro.

60 mins.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

第9回 Encountering the West.

第7回

第8回

Reviewing material and preparing for the group project.

In-class preparation for students’ group projects.

Review materials and prepare for the 
group project.

60 mins.

Group projects on one aspect of previous classes 
due.

60 mins.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

Edō culture: Bashō, Ihara Saikaku, Chikamatsu 
Monzaemon.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.
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60 mins.

第11回

第12回

第13回

Taishō Period. Akutagawa Ryūnosuke, Kobayashi 
Takiji, Yosano Akiko. 
.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

Turn to the right. War and peace and 1950s cinema

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

Counterculture in the 1960s Terayama Shūji, Kara 
Juro and Kurahashi Yumiko.

Reviewing material and preparing for next week by reading handouts and 
answering focus questions.

60 mins.

第10回

60 mins.

In-class preparation of oral presentations and final paper.

optional.

60 mins.

第15回

Review materials and prepare for the oral presentation. 60 mins.

Students deliver oral presentations of their research.

Prepare final essay.

Overview of course and review of materials. Essay deadline.

Overview of course materials.

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
The class will be taught in English. There will be pair and group work in addition to individual research. Lesson plans are 
subject to change depending on students’ progress and the availability of texts in English.

成績評価の方法
Homework and participation: 30%
Group presentation: 30%
Final Paper: 40%

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
Handouts will be provided.

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2016 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

「東洋とは？東洋文庫とは？」
担当者：牧野元紀（研究員・文庫長特別補佐）

【予習】東洋文庫のホームページ（http://www.toyo-bunko.or.jp/）に各自でアクセスし、概要を把握
しておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

特別講演　梅村坦（研究員・評議員）「シルクロードの歴史・社会・文化の解明に挑む」
ウイグル、中央アジア、敦煌などシルクロードに関連する重要な歴史文献は東洋文庫で今日利用可能である。これらの史料が先
人のいかなる努力で東洋文庫に収蔵されるに至ったのか。講演者自身の研究と関連づけて紹介する。

【予習】シルクロードに関連する文献を読んでおく。
【復習】講演のなかで推薦された本は特に読むことが求められる。

60

「東洋文庫の研究活動紹介」
　近年、東洋文庫研究部が取り組む下記の５大重点事業目標について概説する。
（1）アジア基礎資料研究の構築と現地研究機関との共同研究
（2）総合的アジア研究データベースの推進
（3）国際シンポジウム・ワークショップの開催による国際発信と国際交流
（4）研究成果の刊行・発信
（5）若手研究者の育成
担当者：會谷佳光（主幹研究員）

東洋文庫見学会
（9月30日16時半、東洋文庫に集合）
※同日参加が難しい場合は個別相談のうえ別日に設定する。早めに申し出ること。

【予習】第1回で配布した資料をもう一度目を通しておく。東洋文庫のホームページを丁寧に閲覧す
る。

60

テーマ・概要
【テーマ】知れば知るほどに面白くなる東洋学ワールド。その一大拠点である東洋文庫へ出かけてみましょう！
【概要】日本が世界に誇るアジア研究の殿堂、東洋文庫。毎回の授業は所属研究員によるユニークな研究、貴重な図書資料の活用と保存、
研究活動における最新の取り組み、ミュージアムの展示による一般への普及・学習支援等を中心に詳しく論じる講義と現場での見学会から
構成される。

DP6【文化現象の総合的理解】を実現するため、下記の点を到達目標とする。
・日本を代表するアジア研究の拠点である東洋文庫の活動を総合的に理解する。
・履修者各自が大学における今後の自発的学修、研究において東洋文庫を積極的に利活用できるようにする。
・多様性に富むアジアの社会を理解すべく歴史資料からアプローチすることを体得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

文学部総合講義Ａ

牧野　元紀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151468501

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【予習】東洋文庫の研究活動に対する理解を深めるため、ホームページの「リサーチ」ページ
（http://www.toyo-bunko.or.jp/research/）を確認しておく。

60

「アジア研究の動向―文理融合型アジア資料学（コディコロジー）とは」
電子端末でも資料や本が読める時代にあって、東洋文庫は「モノ」としての書物に研究価値を見出している。自然科学の先端技
術を駆使した新しい歴史研究の手法を紹介し、書物に記された文字情報からは見えてこない「本」の秘密に迫る。
担当者：徐　小潔（嘱託研究員）

60

【予習】学術刊行物（専門書・専門雑誌）はどうあるべきか、どんなことを知りたいと思うかを、受講
生各自が考えてくること。

60

「博物館入門―東洋文庫ミュージアムを例に」
担当者：篠木由喜（研究員・学芸員）

第9回

第10回

「学術刊行物の"いま"」
学術的な研究の成果は社会に還元されるべきだといわれているが、東洋文庫の学術刊行物（『東洋学報』や単行書籍）の編集・
校閲・校正の現場での実態を紹介し、「あるべき姿」を受講生もふくめて議論する。
担当者：中村威也（嘱託研究員）

第7回

第8回

【予習】東洋文庫が取り組む文理融合型アジア資料学（コディコロジー）がいかなるものか基礎的理解
を得るため、第4回配布資料の「文理融合型アジア資料学」の部分を復習しておく。

「研究データベースの構築と公開」
近年「オープンサイエンス」という言葉をよく耳にするがそこでは研究データを広く公開することで、専門家以外でも気軽に参
与できる研究が目指されている。それを推進する強力な道具が、データベースである。今回の講義では、東洋文庫の事例をもと
に、データベースの構築理念を理解し、自身でもデータベースを活用できるようになることを目ざす。
担当者：相原佳之（嘱託研究員）

【予習】東洋文庫が取り組む研究データベースの構築がいかなるものか基礎的理解を得るため、第4回
配布資料の「研究データベースの構築」の部分を復習するとともに、ホームページ「リサーチ」ページ
の「研究成果（リポジトリ）」（http://www.toyo-bunko.or.jp/research/results.html）を確認して
おく。

60

「研究成果の国際発信と国際交流」
東洋文庫研究部の5大重点事業目標の1つに「国際シンポジウム・ワークショップの開催による国際発信と国際交流」がある。本
講義では近年東洋文庫が開催してきた国際シンポジウム、ワークショップについてその開催趣旨、内容、成果を具体的に学ぶと
ともに、海外研究機関との連携とその意義についても考える。
担当者：太田啓子（嘱託研究員）

60

【予習】東洋文庫が取り組む国際交流事業がいかなるものか基礎的理解を得るため、第4回配布資料の
「国際シンポジウム・ワークショップの開催による国際発信と国際交流」の部分を復習するとともに、
ホームページ「リサーチ」ページの「講演会・シンポジウム」→「研究会・学術シンポジウム」
（https://sites.google.com/site/tbkenkyubulecture/kenkyukai-sinpo）を確認しておく。

60

「欧文による研究成果の発信」
東洋文庫で刊行している欧文出版物を紹介しながら、欧文での研究成果発信の業務内容について説明し、その射程と意義につい
て学ぶ。また、学術文献の英語への翻訳・校閲にかかわる問題点を紹介しながら、「翻訳」という営為そのものへの理解を深め
る。
担当者：小澤一郎（嘱託研究員）

【予習】東洋文庫が取り組む欧文による研究成果の発信がいかなるものか基礎的理解を得るため、第4
回配布資料の「欧文による研究成果の発信」の部分を復習するとともに、ホームページ「リサーチ」
ページの「研究成果（リポジトリ）」（http://www.toyo-bunko.or.jp/research/results.html）を確
認しておく。
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60

第11回

第12回

第13回

【予習】博物館概論の関連書籍に目を通しておく。
【復習】授業中に指示した関連書籍を読む。

「資料の公開・普及―歴史資料で展覧会をつくる①
―北斎展を中心に」
担当者：岡崎礼奈（主幹研究員・学芸員）

【予習】過去に見学した展覧会で印象的だったものとその理由を考えておく。

「資料の公開・普及―歴史資料で展覧会をつくる②―博物館における教育普及・学習支援」
担当者：篠木由喜（研究員・学芸員）

【予習】博物館の様々な学習支援の取り組みついて、関連書籍、ホームページ等で調べておく。

60

第10回

授業の方法
毎回異なる専門をもつ東洋文庫所属の研究員が担当する。東洋文庫内での見学等も含む。
関連資料を適宜配布する。

60

東洋文庫ミュージアム「北斎展」見学
（12月16日16時半、東洋文庫に集合）
・同日参加が難しい場合は個別相談のうえ別日に設定する。早めに申し出ること。
・各自で見学のうえレポートを提出
担当者：岡崎礼奈（主幹研究員・学芸員）

60

120

第15回

【予習】ミュージアムのホームページで展覧会情報を確認しておく。
【復習】展示リスト、展覧会図録にも目を通しておくと良い。

60

到達度確認テスト（これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト）
担当者：牧野元紀

【予習】到達度確認テストに備え、これまでの学修内容を確認する。

到達度確認テストの解説・質疑応答
授業のまとめ
担当者：牧野元紀

【復習】到達度確認テストの結果を受けて、この授業をふり返り、到達目標と自分の理解度とを点検
し、不足している知識等を確認し、学修する。

第14回
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授業開始前と授業終了後に教室で受け付けます。

成績評価の方法
平常点（授業への参加状況）50%、レポートの提出（20%）、学期末のテスト（30%）の総合で成績評価をつける。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
関連科目「アジア文化・文化史特講Ｂ」では東洋文庫所蔵のキリスト教関連貴重史料を紹介し、キリスト教史研究もまた東洋学の重要な
テーマであることが示される。

テキスト
授業時に関連のプリントを適宜配布する。

参考書
・斯波義信監修・牧野元紀編『時空をこえる本の旅50選』（東洋文庫、2010年）
・東洋文庫編『記録された記憶―東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史』（山川出版社、2015年）
・東洋文庫編『アジア学の宝庫、東洋文庫　東洋学の史料と研究』（勉誠出版、2015年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2020 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション
・授業の全体像、進め方、学習・復習の仕方等を説明する。
・地方自治体とは？文化行政とは？

【予習】シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

地方自治体のの基礎②
・地方自治体の現状
・地方自治体と文化

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

地方自治体のの基礎①　
　　
　　
　　
　　
　　
【予習】地方自治体の文化行政について考える。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

テーマ・概要
本科目では、地方自治体の文化行政をテーマにし、日本における地方自治の文化行政の基本的事項についての知識や理解を深めます。日本
の地方自治体が行っている、文化芸術を通じて市民生活や町づくりを活性化させる取組等を紹介することにより、日本における地方自治の
文化行政の理解を深めることを目的とします。

地方自治体の文化行政文の対象とその意義を理解するとともに、文化活動に対して行政がどのように関わり取り組んでいるのかを理解する
ことです。
①行政の行っていることを知る。
②文化行政の内容を理解する。
③行政側と市民側のより良い関係の築き方を考える。
これらの目標を達成することによって、DP1およびDP3を実現します。

到達目標

授業の計画と準備学修

文学部総合講義Ｂ

李　知映

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151468502

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

文化行政とその誕生

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

行政の文化化

90

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

第9回 地方自治体による文化行政③
・文化施設（劇場等）

第7回

第8回

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】1回～5回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
文化行政は市民とともに
・第三セクター

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

地方自治体による文化行政①
・首長部局と教育委員会

60

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

60

地方自治体による文化行政②
・文化施設（博物館、美術館）

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。
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60

第11回

第12回

第13回

地方自治体による文化行政④
・まちづくりと創造都市

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】6回～10回までの授業内容を十分に復習し、小テストに備える。

小テスト
地方自治体における重要なトピック　
・人口の減少高齢化と地域社会
・自治体の行財政改革、等

【予習】次週テーマに関する情報を収集及び読解する。
【復習】講義内容のメモを再検討し、不明な点・関心を持った点について各自、文献等の資料を探し、
知見を深めておく。

プレゼンテーション①
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

第10回

90

プレゼンテーション②
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

60

90

第15回

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

90

プレゼンテーション③
・プレゼンテーションで自身（乃至グループ）の見解を論理的に説明する。ディスカッションに参加する。

【予習】プレゼンテーションの準備をする。
【復習】プレゼンテーションを振り返り、出た問題に取り組む。

まとめ

【復習】この授業を振り返り、到達目標と自分の理解度とを点検し、不足している知識等を確認し、学
習する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
授業は講義形式のもと、具体的な事例を検討しながら、歴史的、体系的に学ぶ。必要に応じグループワークも行う。また上で示されていた
準備学習の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。

成績評価の方法
成績はプレゼンテーション（1回：30％）と小テスト（2回：30％）や授業への参加度・積極性等（40％）による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.　
次の点に着目し、その達成度により評価する。
①行政の行っていることが理解できる。
②文化行政の内容を理解できる。
③行政側と市民側のより良い関係の築き方を考える。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特になし

参考書
必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもある。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

Classical Marxism
Clip In-Class from Antz (1998), Darnell & Johnson
Key Terms: Class, Proletariat/Bougeoisie, exploitation, alienation, capitalism, production
Reading from Karl Marx

No preparation required. 15 minutes

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

How to See (Benjamin & John Berger)
In-Class Video on (1972, 30 Minutes)
Key Terms: sacred/profane, aura, reproduction, shock, neo-Marxism, context
Reading from Walter Benjamin

Modern Times (‘Fordism’) 
Clip In-Class from Modern Times (1936), Chaplin
Key Terms: Industrialization, Fordism, factory production
No Reading

Watch Modern Times before class IF you have the time. 90 minutes

テーマ・概要
Scholars from across the disciplines of English, Sociology, Art, and Philosophy have for many decades been interested in 
film.  In the 1960s and 1970s scholars were most interested in experimental film – treating film like a kind of ‘high 
art’.  By the 1980s and 1990s, scholars turned more fully toward popular films, finally examining ‘low art’ or ‘mass 
art’ in a way that was new and challenging to universities.  Today many scholars have embraced even Hollywood films as 
suitable for examination.  This is part of what ‘postmodernism’ means: a flattening of the distance between high and low 
art, between the sacred and the profane. 
  
 
This survey lecture course, conducted in English, assumes no prior understanding of social and cultural theory.  The 
Hollywood films will be in English, wherever possible with Japanese subtitles.  Moreover, although some readings will also 
be in English, wherever possible students will be directed to relevant readings in Japanese.  These may include newspaper 
articles,magazines, blogs, as well as academic work by interdisciplinary thinkers.  The goal is to introduce the basic 
concepts of social and cultural theory in as accessible a way as possible – but organized around 90 minute lectures in 
English, and some limited readings in English. 
 

The goal is for students to become familiar with the basics of so-called ‘Fordism’; Marxism and neo-Marxism; Freud and 
psychoanalysis; 20th century critiques of technology; the ABCs of ‘postmodernism’; and the challenges associated with 
climate change today, namely, with what is being called the ‘Anthropocene’. 
 

Students will be expected to watch some films on their own time, which may facilitate understanding.  The lectures will 
include a brief review of the film, probably a brief clip, and then a moment for student responses to the film.  After that, 
we will shift to the assigned reading(s) and clarify the main ideas and concepts, even as we question how well they relate 
to the film in question.  However, please note that we will not watch a film every week.  Some weeks will just focus on key 
terms and ideas; and in some weeks we will leave time for in class testing.  Attendance is very import

To give new students a basic familiarity with social and cultural theory, using films and minimal readings.  Secondarily, to 
afford students the opportunity to practice reading and speaking English.

到達目標

授業の計画と準備学修

文学部総合講義Ｃ

デュフレーヌ　レイモンド　トッド

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151468503

1 2019年度 前期
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第3回

第4回

第5回

第6回

Read Benjamin selection in Kit. 90 minutes

Film (watch from home): Wall-E (2008), Stanton
In-Class video (2016, 16 minutes)
Key Terms: Being, enframing, authenticity, earth
Reading from Heidegger

Read Heidegger selection in Kit. 90 minutes

TEST (short answer questions worth 25%)

90 minutes

第9回 Postmodern Times
Film (watch from home): Living in Oblivion (1995), DiCillo
Key Terms: Hyperreality, Baudrillard, repetition, difference, consumption
Reading from Jean Baudrillard

第7回

第8回

Review what you have so far studied.

Freud & Psychoanalysis
Clip In-Class from Annie Hall (1977), Woody Allen
Key Terms: unconscious, dream interpretation, free association, transference, death drive, superego/ego/id
Reading from Sigmund Freud

Read Freud selection in Kit. 90 minutes

How to See (John Berger)
In-Class Video on Advertising & Consumption (1972, 30 minutes)
Key Terms: consumption, advertising, Warhol, postmodernism, globalization
No Reading

90 minutes

Go to this site and read and watch commercials, and be prepared to discuss them with the 
help of ideas from Weeks 1-6: https://blog.btrax.com/5-best-tv-advertisements-in-japan-and-
what-makes-them-so-great/

90 minutes

Late Capitalism
In-Class Video
Key Terms: periodization, grand narratives, globalization, the subject, consumption
Reading from Fredric Jameson

Read Jameson selection from Kit.
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90 minutes

第11回

第12回

第13回

Watch film before class.  Read Baudrillard selection from Kit. 
Film: Living in Oblivion (1995), DiCillo

90 minutes

Postmodern Times 
Video about Postmodernism???  Student input from Japanese culture

Bring something to class, or create something, and explain why it qualifies as being 
‘postmodern’.

Test 2 (short answer questions worth 25%)

Review what you have studied since the 
previous test.

Climate Change (‘The Anthropocene’)
Clip In-Class from Koyaanisqatsi (1982), Reggio
Clip In-Class from David Suzuki, ‘Carbon Manifesto’ (2013)
Key Terms: Holocene, climate change, carbon footprint, posthumanism, Anthropocene, dystopia
Reading: Scranton, “Learning How to Die in the Anthropocene” (2013) at 
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/11/10/learning-how-to-die-in-the-anthropocene/
Read Scranton (link below) before class.  Explore the meaning of ‘the Anthropocene’ online 
before you come to class, and be prepared to defend your definition.

90 minutes

第9回

第10回

90 minutes

Climate Change (‘The Anthropocene’)
Documentary Film (in-Class): The Anthropocene: The Age of Mankind (2017) [47 minutes]

90 minutes

第15回

No preparation required. 90 minutes

What is ‘Posthumanism’? 
 
In-Class Video
Key Terms: humanism/posthumanism, deconstruction, animal rights, environment
No Reading

Explore the meanings of ‘humanism’ and ‘posthumanism’ online before class, and be ready 
to defend your definitions in class.

Concluding Remarks & Assignment (Writing Assignment worth 20% due at beginning of class)

第14回
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In the office or classroom. Or by email.

授業の方法
Lecture & Seminar style methods.  Each class will begin with a lecture, and often a video clip, and will end with open 
seminar discussion about key terms and issues in social and cultural theory.

成績評価の方法
Two short tests, one short writing assignment, and one final exam.

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
None is presumed beyond rudimentary English.

テキスト
One text on Reserve in the Library (“Ways of Seeing”); and very short, accessible articles.

参考書
Berger, John (1972).  Ways of Seeing, New York: Penguin Books and the BBC, 1977.

Scranton, Roy (2013). “Learning How to Die in the Anthropocene,” The New York Times (November 10) at 
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/11/10/learning-how-to-die-in-the-anthropocene/

‘READING KIT’: Selected Readings (1-5 paragraphs) from Marx, Freud, Benjamin, Heidegger, Baudrillard, and Jameson.

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

90 minutes

第15回

Think about anything related to classes from Weeks 1-14 that you want to explore during this 
final class; if possible, be ready to share your conclusions or questions with everyone.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、予習・復習の仕方を説明する。

現在持っている用具・用材が適切なものかどうかを確認し、不適切なものは新たに用意しておく。ま
た、第一回目より書道用具は必ず持参すること。

30

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

執筆法・腕法について。

「二本がけ」、「懸腕法」で、文字を書くことが出来るよう馴れておく。 30

用具・用材の名称・材料・使用法について。
・実際に正しく理解して使用できるようにする。

:使用法について、理解を深めておく。　なお、硯はプラスチックではなく、石製であることが好まし
い。

30

テーマ・概要
中学校の書写指導に必要な知識と技術の習得をめあてとして。
　　１．中学校における書写の内容と指導法。
　　２．実技指導に必要な技術の習得のための毛筆・硬筆の実技。
　　３．書道に関しての基礎的なことがらの理解。
　　　（ア）書の本質論（イ）書道史の概略（ウ）作品の鑑賞
　　４．学生同士で指導者の立場での添削指導を実施。

①中学校の書写指導に必要な知識と基本的な技術の習得。
②楷書の基本点画を習得するこどできる。
③書造型の原理を理解して文字を書くことができる。
④適切な添削指導ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

書道（書写を中心とする。）Ａ

二瓶　晃一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

楷書の基本点画について。

文字を組み立てている点や画を正しく整えて書くことが出来るように確認しておく。 30

書造型の原理について。

30

基本点画〈左払い・右払い〉が適切に書けるようにする。 60

第9回 楷書の基本点画の実際④

第7回

第8回

「整斉」な文字を書くための造型の原理を理解しておく。

楷書の基本点画の実際①

基本点画〈横画〉が適切に書けるようにする。 60

楷書の基本点画の実際②

60

基本点画〈縦画〉が実際に適切に書けるようにする。 60

楷書の基本点画の実際③

基本点画〈折れ〉が適切に書けるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

楷書の基本点画の実際⑤

基本点画〈折れ・はね〉が適切に書けるようにする。

楷書の基本点画の実際⑥

基本点画〈さんずい〉が適切に書けるようにする。

楷書の基本点画の実際⑦

基本点画〈しんにょう〉が適切に書けるようにする。

60

第10回

60

楷書の基本点画の実際⑧

60

60

第15回

基本点画〈曲がり・はね〉が適切に書けるようにする。 60

楷書の基本点画の実際⑨

基本点画〈はね〉が適切に書けるようにする。

まとめ

前期に学習した課題を作品集にまとめる。

第14回

- 2031 -



授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
出来る限り実技学習の時間をとり、基本的な書写技術の習得を目指す。

成績評価の方法
学習した実技作品と、学生間における添削指導等を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
テキストは不要。必要に応じ、手本をその場で揮毫する。

参考書
　『現代書道全書１〜５』上條信山（尚学図書）各２，５７０円
　『新書写教育事典』上條信山（木耳社）７，０００円

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

楷書の基本点画の実際⑩

基本点画〈そり・はね〉が適切に書けるようにする。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

楷書の基本点画の実際⑫

基本点画〈折れ・はね〉が適切に書けるようにする。 60

楷書の基本点画の実際⑪

基本点画〈折れ・そり・はね〉が適切に書けるようにする。 60

テーマ・概要
中学校の書写指導に必要な知識と技術の習得をめあてとして。
　　１．中学校における書写の内容と指導法。
　　２．実技指導に必要な技術の習得のための毛筆・硬筆の実技。
　　３．書道に関しての基礎的なことがらの理解。
　　　（ア）書の本質論（イ）書道史の概略（ウ）作品の鑑賞
　　４．学生同士で指導者の立場での添削指導を実施。

①中学校の書写指導に必要な知識と基本的な技術の習得。
②楷書の基本点画を習得するこどできる。
③書造型の原理を理解して文字を書くことができる。
④適切な添削指導ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

書道（書写を中心とする。）Ｂ

二瓶　晃一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251421002

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

楷書の基本点画の実際⑬

基本点画〈とめ〉が適切に書けるようにする。 60

楷書の基本点画の実際⑭

60

〈平行の原理〉にしたがって適切に書けるようにする。 60

第9回 書造型の基本原理の実際③

第7回

第8回

〈はね〉が適切に書けるようにする。

書体の変遷について

金文・篆書・隷書・楷書・行書の簡略化の変遷について理解する。 30

書造型の基本原理の実際①

60

〈水平の原理〉にしたがって適切に書けるようにする。 60

書造型の基本原理の実際②

〈垂直の原理〉にしたがって適切に書けるようにする。
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60

第11回

第12回

第13回

書造型の基本原理の実際④

〈等分割の原理〉にしたがって適切に書けるようにする。

書造型の基本原理の実際⑤

〈中心線一貫〉の原理にしたがって適切に書けるようにする。

唐代楷書の写実的臨書①〈二字書〉

楷書の古典臨書により、その特質を理解する。(字間に留意し、適切な大きさで書けるようにする。)

60

第10回

60

唐代楷書の写実的臨書②〈四字書〉

60

60

第15回

楷書の古典臨書により、その特質を理解する。(字間および行間に留意して、書けるようにする。) 60

唐代楷書の写実的臨書③〈六字書〉

楷書の古典臨書により、その特質を理解する。(各行の中心を通すことに留意して書けるようにする。)

まとめ

後期に学習した課題を作品集にまとめる。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
出来る限り実技学習の時間をとり、基本的な書写技術の習得を目指す。

成績評価の方法
学習した実技作品と、学生間における添削指導等を総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
テキスト不要。必要に応じて手本をその場で揮毫する。

参考書
『現代書道全書１〜５』上條信山（尚学図書）各２，５７０円　
『新書写教育事典』上條信山（木耳社）７，０００円

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　・教職総合演習の概略と、授業の進め方、予
　習・復習の仕方を説明する。
　・テーマ「生と死について学ぶ」について、説
　明する。
　・履修者による、この演習を履修した理由と、
　自己紹介を行う。

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。演習を履修した目的と自己紹介につい
て、まとめておく。
【復習】授業の全体像や進め方、評価基準等について、確認する。

90

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第2回

担当者による「生と死」に関する講義
　・臓器移植
　・闘病記の読み方について
　・自分の葬儀のデザインについて

【予習】特に、死から生をどのように捉えるかについて、自らの考えをもって授業に参加する。
【復習】講義内容を理解し、資料等を参考にしながら、振り返りを行う。

90

60

外部講師による、「生と死」に関する講義とワークショップ

担当者による「生と死」に関する講義
　・死を学ぶことの意義とは何か
　・死を宣告されたときにどうするか
　・死の恐怖について
　・尊厳死について　
　・病名告知について

【予習】特に、生から死をどのように捉えるかについて、自らの考えをもって授業に参加する。
【復習】講義内容を理解し、資料等を参考にしながら、振り返りを行う。

90

60

テーマ・概要
テーマ : 　「生と死」について学ぶ。
概要 : 現代社会において、経済環境が心の問題を含め、すべての問題解決の鍵を握っていると錯覚している人が少なくない。 こういう物
質主義的な考えが死に慄かせたり、不安にさせたりしていると考える。ただし、死について学ぶことは、生を学ぶことに通ずると考える。
自分の身の回りにおける病死・事故死や自殺、また犯罪による死刑などの「死」の事例を通して、「生」のあり方について考えていく。逆
に、いきいきとした「生」を求めて、いかに「死」の恐怖から回避していくかについて模索していく方法も考える。

１　「生と死」に関する課題を取り上げるなかで、現代がどのような時代であるのかを把握することができる。
２　生物本来のあり方、生命倫理について考察できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職総合演習

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291432011

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

【予習】　講師による「生と死」に関する講義内容の予告を聞き、できる限りの予習を行う。
【復習】　講師による「生と死」に関する講義内容を理解し、資料等を参考にしながら、振り返りを行
う。

90

60

担当者による「生と死」を取り上げたメディアの分析

90

60

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

90

60

履修者による「生と死」に関する発表⑤

第9回

第10回

履修者による「生と死」に関する発表④

第7回

第8回

【予習】　最近取り上げられている、「生と死」に関するメディアについて、予習を行う。
【復習】　講義内容を理解し、「生と死」に関するメディアの取り上げ方等について、さらに確認を行
い、振り返りを行う。

履修者による「生と死」に関する発表①

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

90

60

履修者による「生と死」に関する発表②

90

60

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

90

60

履修者による「生と死」に関する発表③

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。
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90

60

第11回

第12回

第13回

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

履修者による「生と死」に関する発表⑥

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

履修者による「生と死」に関する発表⑦

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

90

60

第10回

授業の方法

90

60

履修者による「生と死」に関する発表⑧

120

60

90

60

第15回

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

90

60

履修者による「生と死」に関する発表⑨

【予習】　発表者は「生と死」に関するテーマに基づいて、30分のプレゼンテーションを行う準備をす
る。
【復習】　発表内容に関し、自分自身でも問題点等を理解し、全体において振り返りを行う。

履修者全員によるまとめ

【予習】　履修者は、事前にレポート提出を行う原稿の素案を持ち寄る。
【復習】　履修者全員によって、レポートの素案を共有し、この授業を通して学んだ内容の理解を深め
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

１〜５回については、担当者と外部講師による、テーマに関わる講義とワークショップを行う。
６〜１４回については、履修者が該当グループ、個人に分かれて、与えられた「生と死」に関する項目について学んだことを発表する。
最終回は、全員で討論を行う。

成績評価の方法
発表原稿及び最終レポート　60点　　授業内評価　40点
最初の講義で、授業内容及び成績評価に関するオリエンテーションを行う。
出席は必要条件。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職論　教育心理学　学校と社会　教育相談

テキスト
特に、指定はしない。

参考書
講義中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　授業内容と進め方・予習・復習の仕方、試験・出席等を含む評価の方法などを説明する

社会福祉・地域福祉・社会福祉施設とは
　社会福祉における地域福祉の意味と、社会福祉施設の役割について基本的な内容を解説する。

【予習】テキストのp.7〜p.16「Ⅰ　社会福祉施設ってどんなところ？」、p.59〜p.66「Ⅱ　介護等体
験にあたってのQ&A」、p.67〜p.76「Ⅲ　資料」を読む
【復習】社会福祉施設の概要と役割、社会福祉における地域福祉の意味について確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

日本における高齢者福祉の歴史と制度（2）
　近年の日本の社会福祉および高齢者福祉における大きな変化である介護保険制度の制定およびその概要について解説する。高
齢者を対象とした社会福祉施設と介護保険制度の関わりについて学ぶ。グループディスカッションを通じて高齢者介護に関する
問題意識や疑問点を共有する。

【予習】テキストのp.17〜p.26「1　高齢者にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。介護保険制度の概要と、社会福祉施設との関係
について基本的な内容を把握する。

60

日本における高齢者福祉の歴史と制度（1）
　日本社会の変化に伴う、高齢者に関する社会福祉制度の変遷を解説する。高齢化の現状および、高齢化社会における課題につ
いて考える。グループディスカッションを通じて身近な高齢化に関する諸問題の有り様と問題意識を共有する。

【予習】テキストのp.17「1　高齢者にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。高齢化社会における課題と、高齢者を対象とし
た社会福祉施設の役割を理解する。

60

テーマ・概要
（第1回〜第7回）
介護等体験を通し、地域における福祉拠点としての社会福祉施設の役割について理解を深める。また、高齢者、児童、障害者、生活保護に
関する各種施設の利用者やその設置運営に関する社会的背景・歴史について学ぶ。また、共生社会の理念とその課題について理解を深め、
この理念に基づいた教育の実践に向けての基礎を身につける。

（第８回～第１４回）
　特別支援学校での介護等体験を通し、障害のある幼児児童生徒の教育について理解を深める。また、障害の有無にかかわらず全ての子ど
もたちが相互に人格と個性を尊重し合い共に学び合うインクルーシブ教育の理念に基づいて、教育の在り方を考え、教員としての資質能力
の基礎・基本を身につける。

（第1回〜第7回）
・介護等体験で実際に訪れる社会福祉施設について学び、現代の地域福祉・共生社会における役割、課題について理解する。
・社会福祉施設の利用者を念頭に置き、高齢者・児童・障害者の尊厳と権利、保護と支援に関する課題について理解する。
・高齢者・児童・障害者などの「要援護者」へのまなざしについての歴史的変化を学び、共生社会の理念とその課題について理解する。
・社会福祉的な課題と学校教育の関連について知り、自分なりの問題意識を持つ。

（第８回～第１４回）以下を身につけることを到達目標とする。
・世界における障害観の変遷を理解し、共生社会において教育に携わる者として自らの障害観をもつ
・特別支援教育の理念、制度、今後の展望を理解し、インクルーシブ教育の在り方について自分なりの教育観をもつ
・特別支援教育における子どもの実態把握から指導計画までのプロセスを理解し、教育活動に反映することができる
・特別支援学校における教育をテキストや実例をとおして理解し、介護等体験への見通しをもつ

到達目標

授業の計画と準備学修

共生社会実践研究 ａ

松﨑　実穂、小林　玄

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291432002

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

障害と社会(1)
　障害およびノーマライゼーションの概念と歴史について解説する。障害のある人々に関する社会福祉施設の歴史について学
び、その現代における課題について考える。

【予習】テキストp.41〜p.54「3　障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設」を読む。
【復習】障害のある人々の現状と社会における課題について基本的な内容を把握する。

60

障害と社会（2）
　現代社会における障害および障害のある人々、またその周囲の人々をめぐる状況について解説する。資料を元にグループディ
スカッションを行い、障害をめぐる身近な諸課題について共有し考察する。

60

【予習】テキスト第Ⅰ章p24－31、41−48を読み、特別支援教育システムの基礎的な知識を念頭におく。
【復習】場の共有としての統合教育とインクルーシブ教育の理念の違いを理解して整理しておく。

60

第9回 特別支援教育とインクルーシブ教育
　特殊教育から特別支援教育への流れとインクルーシブ教育の理念を解説し、具体的事例をとおして現状の把握と今後の課題に
ついて考察する。

第7回

第8回

【予習】配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返り、障害をめぐる現代社会における諸課題を考察す
る。

子ども家庭福祉と社会福祉
　現代における子どもと家庭について、社会福祉の視点から解説する。児童福祉の基本的な考え方とその歴史的な変化、また児
童虐待・家庭内暴力等の諸問題について学び、児童福祉施設・母子支援施設の概要を理解する。

【予習】テキストのp.27〜p.p.40「2　児童福祉・障害児にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】児童観の近年における変化とそれに応じた児童福祉のあり方の変化について理解する。児童福
祉に関する施設について概要を理解する。学校教育と児童福祉のあり方の関わりについて検討する。

60

子ども家庭福祉とケア、貧困
　ケア（介護、介助）と貧困をめぐる諸問題を子どもとの関わりを中心に解説する。資料を用いて家族をケアする子ども・若者
の現状を学ぶ。グループディスカッションを通じて、学校教育におけるケアラー（家族介護者）支援について現状や課題につい
て検討し、問題意識を共有する。

30

【予習】テキストのp.55〜p.58「生活保護にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。子どもとケアと貧困の関係について自分なりに
考察し、学校教育領域における課題や将来的な支援、教員として何が可能かを検討する。

60

ガイダンス
　授業内容と進め方・予習・復習の仕方、試験・出席等を含む評価の方法などを説明する。

障害とは
　世界保健機関（WHO）による障害のとらえ方の変化を国際障害分類（ICIDH)から国際生活機能分類（ICF）への変遷に言及しな
がら解説する。また各自の障害観をグループディスカッションをとおして共有する。
【予習】テキスト第Ⅰ章p23、32－35を読んでおく。また障害の概念について自分なりの考えをまとめ
ておく。
【復習】グループディスカッションを振り返る。ICIDH、ICFの障害のとらえ方を理解する。

- 2042 -



60

第11回

第12回

第13回

特別支援学校における教育
　特別支援学校の制度、教育課程、教育内容、教育の特色等についてテキストを基に解説する。また、特色のある実践教育を展
開している学校の例を紹介する。

【予習】テキスト第Ⅱ章p49－61を読み、特別支援学校における教育の概略を把握しておく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、参考図書等を参考に特別支援学校における取組みの実例につ
いて把握する。

肢体不自由がある子どもの理解と教育
　肢体不自由がある子どもの教育とその特色について理解し事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の在り方に
ついて考える。

【予習】テキスト第Ⅲ章p90－98を読んでおく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、環境調整としてのバリアフリーやユニバーサルデザインにつ
いて考察する。

視覚や聴覚に障害がある子どもの理解と教育
　視覚や聴覚に障害がある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の
在り方について考える。

【予習】テキスト第Ⅲ章p62－80を読んでおく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、どのようなサポートが求められているか整理する。

60

第10回

60

知的発達に遅れのある子どもの理解と教育
　知的発達に遅れのある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の在
り方について考える。

120

60

第15回

【予習】テキスト第Ⅲ章p81－89を読んでおく。
【復習】知的能力や知能指数の意味を復習するとともに、知的障害の診断基準の変化についても十分理
解を深めておく。

60

発達障害がある子どもの理解と教育
　自閉症等の発達障害がある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導
の在り方について考える。

【予習】テキスト第Ⅲ章p22を読んでおく。
【復習】配布資料をもとに授業で解説した内容を振り返り発達の偏りによる困難さを理解する。また、
ASDのスペクトラムの概念を理解し一見異なる状態像を示すASDについての理解を深める。

到達度確認テスト

【予習】（試験準備）これまでの学習内容を復習し、試験に備える

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
（第1回〜第7回）
講義の実施。また、テーマに応じたグループディスカッションとリアクションペーパーなどを用い、コミュニケーションを図りながら授業
を行う。テキストは必須とし、内容に応じて資料を配付する。

（第８回～第１４回）
講義形式を基本とするが、ディスカッションやリアクションペーパーなどで双方向のコミュニケーションを図りながら授業を展開する。テ
キストは必須とし、必要に応じて資料を配布する。

成績評価の方法
（第1回〜第7回）
学期末の筆記試験65％　平常点（リアクションペーパーやグループディスカッションへの参加度）35％

（第８回～第１４回）
学期末の筆記試験65％　平常点（毎回のリアクションペーパーや課題への参加度）35％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
（第1回〜第7回）
【関連科目】「福祉社会に生きる」「老人福祉論」「地域福祉論」「社会福祉事業史」「社会福祉概論」

テキスト
（第1回～第7回）
・社会福祉法人全国社会福祉協議会（2018）　よくわかる社会福祉施設　教員免許志願者のためのガイドブック〈第5版〉

（第８回～第１４回）
・全国特別支援学校長会編著（2014）　特別支援学校における介護等体験ガイドブック　フィリア　新学習指導要領(平成29年公示)版　ジ
アーズ教育新社
・全国特別支援学校長会編著（2014） フィリアⅡ介護等体験　ルールとマナー　ジアーズ教育新社

参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
　授業内容と進め方・予習・復習の仕方、試験・出席等を含む評価の方法などを説明する。
障害とは
　世界保健機関（WHO）による障害のとらえ方の変化を国際障害分類（ICIDH)から国際生活機能分類（ICF）への変遷に言及しな
がら解説する。また各自の障害観をグループディスカッションをとおして共有する。

【予習】テキスト第Ⅰ章p23、32－35を読んでおく。また障害の概念について自分なりの考えをまとめ
ておく。
【復習】グループディスカッションを振り返る。ICIDH、ICFの障害のとらえ方を理解する

30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

特別支援学校における教育
特別支援学校の制度、教育課程、教育内容、教育の特色等についてテキストを基に解説する。また、特色のある実践教育を展開
している学校の例を紹介する

【予習】テキスト第Ⅱ章p49－61を読み、特別支援学校における教育の概略を把握しておく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、参考図書等を参考に特別支援学校における取組みの実例につ
いて把握する。

60分

特別支援教育とインクルーシブ教育
特殊教育から特別支援教育への流れとインクルーシブ教育の理念を解説し、具体的事例をとおして現状の把握と今後の課題につ
いて考察する。

【予習】テキスト第Ⅰ章p24－31、４１−４８を読み、特別支援教育システムの基礎的な知識を念頭にお
く。
【復習】場の共有としての統合教育とインクルーシブ教育の理念の違いを理解して整理しておく。

60分

テーマ・概要
（第１回～第７回）
　特別支援学校での介護等体験を通し、障害のある幼児児童生徒の教育について理解を深める。また、障害の有無にかかわらず全ての子ど
もたちが相互に人格と個性を尊重し合い共に学び合うインクルーシブ教育の理念に基づいて、教育の在り方を考え、教員としての資質能力
の基礎・基本を身につける。
（第８回〜第１４回）
介護等体験を通し、地域における福祉拠点としての社会福祉施設の役割について理解を深める。また、高齢者、児童、障害者、生活保護に
関する各種施設の利用者やその設置運営に関する社会的背景・歴史について学ぶ。また、共生社会の理念とその課題について理解を深め、
この理念に基づいた教育の実践に向けての基礎を身につける。

（第１回～第７回）以下を身につけることを到達目標とする。
・世界における障害観の変遷を理解し、共生社会において教育に携わる者として自らの障害観をもつ
・特別支援教育の理念、制度、今後の展望を理解し、インクルーシブ教育の在り方について自分なりの教育観をもつ
・特別支援教育における子どもの実態把握から指導計画までのプロセスを理解し、教育活動に反映することができる
・特別支援学校における教育をテキストや実例をとおして理解し、介護等体験への見通しをもつ
（第８回〜第１４回）
・介護等体験で実際に訪れる社会福祉施設について学び、現代の地域福祉・共生社会における役割、課題について理解する。
・社会福祉施設の利用者を念頭に置き、高齢者・児童・障害者の尊厳と権利、保護と支援に関する課題について理解する。
・高齢者・児童・障害者などの「要援護者」へのまなざしについての歴史的変化を学び、共生社会の理念とその課題について理解する。
・社会福祉的な課題と学校教育の関連について知り、自分なりの問題意識を持つ。

到達目標

授業の計画と準備学修

共生社会実践研究 ｂ

小林　玄、松﨑　実穂

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291432002

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

肢体不自由がある子どもの理解と教育
肢体不自由がある子どもの教育とその特色について理解し事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の在り方につ
いて考える。

【予習】テキスト第Ⅲ章p90－98を読んでおく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、環境調整としてのバリアフリーやユニバーサルデザインにつ
いて考察する。

60分

視覚や聴覚に障害がある子どもの理解と教育
視覚や聴覚に障害がある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の在
り方について考える

60分

【予習】テキストのp.17「1　高齢者にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。高齢化社会における課題と、高齢者を対象とし
た社会福祉施設の役割を理解する。

60分

第9回 日本における高齢者福祉の歴史と制度（1）
日本社会の変化に伴う、高齢者に関する社会福祉制度の変遷を解説する。高齢化の現状および、高齢化社会における課題につい
て考える。グループディスカッションを通じて身近な高齢化に関する諸問題の有り様と問題意識を共有する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第Ⅲ章p62－80を読んでおく。
【復習】授業で解説した内容を振り返り、どのようなサポートが求められているか整理する
。

知的発達に遅れのある子どもの理解と教育
知的発達に遅れのある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の在り
方について考える。

【予習】テキスト第Ⅲ章p81－89を読んでおく。
【復習】知的能力や知能指数の意味を復習するとともに、知的障害の診断基準の変化についても十分理
解を深めておく。

60分

発達障害がある子どもの理解と教育
自閉症等の発達障害がある子どもの教育とその特色について理解し、事例を踏まえながら介護等体験における関わり方や指導の
在り方について考える

60分

【予習】テキスト第Ⅲ章p22を読んでおく。
【復習】配布資料をもとに授業で解説した内容を振り返り発達の偏りによる困難さを理解する。また、
ASDのスペクトラムの概念を理解し一見異なる状態像を示すASDについての理解を深める。

60分

ガイダンス
授業内容と進め方・予習・復習の仕方、試験・出席等を含む評価の方法などを説明する

社会福祉・地域福祉・社会福祉施設とは
社会福祉における地域福祉の意味と、社会福祉施設の役割について基本的な内容を解説する。

【予習】テキストのp.7〜p.16「Ⅰ　社会福祉施設ってどんなところ？」、p.59〜p.66「Ⅱ　介護等体
験にあたってのQ&A」、p.67〜p.76「Ⅲ　資料」を読む
【復習】社会福祉施設の概要と役割、社会福祉における地域福祉の意味について確認する。
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60分

第11回

第12回

第13回

日本における高齢者福祉の歴史と制度（2）
近年の日本の社会福祉および高齢者福祉における大きな変化である介護保険制度の制定およびその概要について解説する。高齢
者を対象とした社会福祉施設と介護保険制度の関わりについて学ぶ。グループディスカッションを通じて高齢者介護に関する問
題意識や疑問点を共有する。

【予習】テキストのp.17〜p.26「1　高齢者にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。介護保険制度の概要と、社会福祉施設との関係
について基本的な内容を把握する。

障害と社会(1)
障害およびノーマライゼーションの概念と歴史について解説する。障害のある人々に関する社会福祉施設の歴史について学び、
その現代における課題について考える。

【予習】テキストp.41〜p.54「3　障害者（身体、知的、精神障害者）にかかわる施設」を読む
【復習】障害のある人々の現状と社会における課題について基本的な内容を把握する。

障害と社会（2）
現代社会における障害および障害のある人々、またその周囲の人々をめぐる状況について解説する。資料を元にグループディス
カッションを行い、障害をめぐる身近な諸課題について共有し考察する。

【予習】配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返り、障害をめぐる現代社会における諸課題を考察す
る。

60分

第10回

60分

子ども家庭福祉と社会福祉
現代における子どもと家庭について、社会福祉の視点から解説する。児童福祉の基本的な考え方とその歴史的な変化、また児童
虐待・家庭内暴力等の諸問題について学び、児童福祉施設・母子支援施設の概要を理解する。

120分

60分

第15回

【予習】テキストのp.27〜p.p.40「2　児童福祉・障害児にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】児童観の近年における変化とそれに応じた児童福祉のあり方の変化について理解する。児童福
祉に関する施設について概要を理解する。学校教育と児童福祉のあり方の関わりについて検討する。

60分

子ども家庭福祉とケア、貧困
ケア（介護、介助）と貧困をめぐる諸問題を子どもとの関わりを中心に解説する。資料を用いて家族をケアする子ども・若者の
現状を学ぶ。グループディスカッションを通じて、学校教育におけるケアラー（家族介護者）支援について現状や課題について
検討し、問題意識を共有する。

【予習】テキストのp.55〜p.58「生活保護にかかわる施設」および配付資料を読む。
【復習】グループディスカッションの内容を振り返る。子どもとケアと貧困の関係について自分なりに
考察し、学校教育領域における課題や将来的な支援、教員として何が可能かを検討する。

到達度確認テスト

【予習】（試験準備）これまでの学習内容を復習し、試験に備える。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
（第１回～第７回）
講義形式を基本とするが、ディスカッションやリアクションペーパーなどで双方向のコミュニケーションを図りながら授業を展開する。テ
キストは必須とし、必要に応じて資料を配布する。
（第８回〜第１４回）
講義の実施。また、テーマに応じたグループディスカッションとリアクションペーパーなどを用い、コミュニケーションを図りながら授業
を行う。テキストは必須とし、内容に応じて資料を配付する。

成績評価の方法
（第１回～第７回）
学期末の筆記試験65％　平常点（毎回のリアクションペーパーや課題への参加度）35％
（第８回〜第１４回）
学期末の筆記試験65％　平常点（リアクションペーパーやグループディスカッションへの参加度）35％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
（第８回〜第１４回）
「福祉社会に生きる」、「老人福祉論」、「地域福祉論」、「社会福祉事業史」、「社会福祉概論」

テキスト
（第１回～第７回）
・全国特別支援学校長会編著（2014）　特別支援学校における介護等体験ガイドブック　フィリア　新学習指導要領(平成29年公示)版　ジ
アーズ教育新社
・全国特別支援学校長会編著（2014） フィリアⅡ介護等体験　ルールとマナー　ジアーズ教育新社
（第８回～第１４回）
・社会福祉法人全国社会福祉協議会（2018）　よくわかる社会福祉施設　教員免許志願者のためのガイドブック〈第5版〉

参考書
授業内で適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・司書教諭資格制度の基本を学修する。
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等の説明をうける。

【予習】シラバスを読む。テキストの序文、第1章を読んでくる。
【復習】司書教諭制度の定義が言えるようにする。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

新しい図書館の在り方と学校図書館の理念・使命
・新しい図書館の在り方を考察する。
・学校図書館の理念・使命を学修する。

【予習】第4・5章と「ユネスコ学校図書館宣言」を読む。
【復習】図書館の館種の違い、学校図書館の理念・使命を確認する。

90

現代社会の課題と新しい知識観・学力観
・人間の知の営みと知識、学力の関係を習得する。
・新しい学力観を学修する。

【予習】第2・3章を読んで考える。
【復習】知識観・学力観の変化について確認する。

60

テーマ・概要
学校教育における学校図書館の役割を明確にし、司書教諭として学校図書館を経営していく上で必要な理念や使命、歴史、法規、学習理
論、行政とのかかわり、職務などの基本的理解を目的とする。

DP1(教養の取得）、2（課題の発見と解決）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
・学校図書館の理念と使命について理解し、説明できる。
・現代の教育課題に学校図書館が持つ役割、学校の教育課程での位置づけを理解し、考え、説明できる。
・学校と校外の教育機関や地域の知的活動との連携や協力・協働の意義を考え、説明できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学校経営と学校図書館

中山　美由紀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291431001

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

米国における学校図書館の歴史
・資料提供からプログラム提供への変化を学修する。
・メディアの変化に伴う専門職への期待の変化を考察する。

【予習】第6章とJ.デューイの資料を読む。
【復習】メディアスペシャリストの登場の意義について確認する。

90

日本における学校お図書館の歴史
ペアトークを行う。
・大正自由教育か戦後の教育改革の資料を互いに紹介し、理解を深める。

90

【予習】第11章と探究学習実践校の資料を読む。
【復習】実践校の特徴を整理し、学校図書館モデルの理想について考えを誠ルする。

90

第9回 ・課題レポートの解説
学校図書館の教育活動
・「読み」の教育と「情報リテラシー」の育成と「探究」の指導の関係を学修する。
・実践校の例から教育活動を行える学校図書館のモデルを考察する。

第7回

第8回

【予習】第7章前半と大正自由教育下線後の教育改革の資料を読んで、整理する。
【復習】大正自由教育と戦後の教育改革の共通項と違いを確認する。

日本の学校図書館の法規と施策、現状
・学校図書館法の変遷を学修する。
・国の施策を知り、調査結果から現状を把握し、効果的な運営を考察する。

【予習】第7章後半・第８章と学校図書館法を読む。
【復習】調査の数字を読み取って、学校図書館の現状を確認する。

60

学校図書館の目的と機能
・日本と国際団体の学校図書館の目的・使命について学修する。
・読書センター・学習センター・情報センターの3機能やその他の機能について学修する。

60

【予習】第9章と「学校図書館ガイドライン」の資料を読む。
【復習】目的と機能について確認する。

90

・課題レポートの提出
学校図書館の図書館サービス
・図書館のテクニカルサービスとパブリックサービスについてする。
・学校図書館の環境整備、児童生徒及び教職員へのサービスについて実行すべきことを考察する。

【予習】第10章と資料７「学校図書館図書標準」、蔵書構築の資料を読む。
【復習】学校図書館の利用者および利用者サービスについて確認する。
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90

第11回

第12回

第13回

特別支援教育に対応する学校図書館
・特別なニーズに対応する資料や補助具の現物を体験する。
・識字障害について動画を見て理解し、意見交換をする。
・関連する法規を学修する。

【予習】公共図書館や大学図書館の特別なニーズへの対応の工夫を調査する。
【復習】識字障害への対応を整理する。「合理的配慮」について確認する。

学校図書館職員の現状と課題
・「司書教諭」と「学校司書」の定義と役割の違いについて学修する。
・雇用の現状と専門性の担保、チーム経営について考察する。

【予習】第12章、学校図書館法の第5・6条、資料８「これからの学校図書館の活用の在り方について」
を読む。
【復習】司書教諭と学校司書の違い、専門性の確保とチーム経営の両立・協働について確認する。

学校経営の中の学校図書館　施設・設備と校内組織
・学校図書館の空間の位置と設備について学修する。
・PDCAサイクルの工夫と校務分掌内の位置づけについて学修する。

【予習】第13章と資料9「学校図書館評価基準」を読む。
【復習】学校図書館の空間をどのように設計するか、チーム学校図書館の校務分掌上の位置づけについ
て整理し、確認する。

90

第10回

90

地域ネットワークと支援センター
・学校図書館支援センターの役割を学修する。
・類縁機関や地域と連携した活動から学校図書館の使命を考察する。

60

120

第15回

【予習】市川市教育センターや鳥取県立図書館の「学校図書館支援センター」のホームページを読む。
【復習】校内にとどまらない学校図書館の活動の意義と可能性について考察する。

90

到達度確認テスト
これまでの学修内容の理解度とそれをベースにした意見形成の確認を行う。

【予習】
これまでの学修内容の整理と確認をする。

到達度確認テストの解説と質疑応答、対話
授業のまとめと展望

【復習】
到達度確認テストの結果からこの授業を振り返り、自分の理解度を確認して、不足事項の再確認と現時
点での未来への展望を確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義を中心に、課題に応じてディスカッションやペアトークを通じて、自分の考えを言語化し、人の意見を聞き、考えを深めるグループ
ワークを取り入れる。
また、課外レポートを中盤で実施し、提出してもらう。
授業中に意見を求めるので積極的に発言されたい。ほぼ毎回、最後にリフレクションシート・コメントシートを提出してもらい、平常点に
加算する。予習・復習についても不定期に確認メモをその場で書いて提出してもらい、平常点として加算する。
　課題レポートは中盤までに得た知識を基に、学校図書館の活動イメージを表現してもらう。これまでの学校図書館像との違いはあるかな
ど、根拠を示した自己の意見形成を主に評価する。
　到達度確認テストは、理念・使命、校外機関との協力、現在の課題の理解と、それを打破する計画プランが自分の意見として形成されて
いるかどうかに注目する。

成績評価の方法
中間課題レポート（１回：30％）、日常の発言や質問、リフレクションシート・コメントシートの記述、予習・復習メモの記述（30％）到
達度確認テスト（1回：40％、）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・学校図書館の理念と使命についての理解ができているか。
・学校教育の動向と学校図書館の関わりを考え、教育課程での位置づけを説明でき、自分の考えを持てるか。
・校外機関、社会教育や地域の活動との連携、協力、協働の意義について説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職に関する科目
社会教育に関する科目

テキスト
中村百合子編『学校経営と学校図書館』（司書教諭テキストシリーズⅡ‥１）樹村房　2015年　2,000円+税　ISBN:978-4-88367-251-６

参考書
神代浩、中山美由紀編著『困った時には図書館へ２　学校図書館の挑戦と可能性』悠光堂　2015年　1800円＋税　ISBN:978-4-906873-51-7
堀川照代編　『「学校図書館ガイドライン」活用ハンドブック　解説編』悠光堂　2018年　1500円＋税　ISBN:978-4-909348-09-8

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業内容の説明
・期末レポートの説明
・到達度確認テスト（授業内期末試験）の説明
・図書館業務と学校図書館メディアの構成

・シラバスに目をとおし、授業内容の概略をつかむ
・テキストを確認する
・資料組織化で使用する３つの規則をどこから用意できるかを確認する

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

資料の選択と資料収集方針

本を選ぶにはどのような視点が必要なのか考える 60分

出版流通：出版流通ルートと取引慣行

次のことばを事前にチェック
・再販制度

60分

テーマ・概要
学校図書館で収集、受入している資料（学校図書館メディア）について、資料の選択、収集、組織化（目録作成、件名付与、分類記号付
与）、蔵書構築・評価等を取り上げ、講義プラス演習で理解を図って行きます。
資料（学校図書館メディア）の収集では、すべての資料を集めることは出来ませんので選択が必要になります。資料の評価や資料収集方針
について学んで行きます。
資料（学校図書館メディア）の組織化では、図書館で収集した資料を利用者がスムーズに利用できるように、どのように資料を書架上に並
べ、そして、取り出しているのか、そのためのしくみはどのようになっているのか、どのような規則が使われ、全国どこにいても資料（学
校図書館メディア）を同じ分類記号で書架上で利用出来るのか、どのように標準化が図られているのか等を実際に演習しながら理解を図っ
て行きます。
資料（学校図書館メディア）の集積としての蔵書では、その構築プロセスや評価法について学んで行きます。

１．　多様な種類の学校図書館メディア（資料）の理解とその書誌情報、引用文献のかたちを読む（識別）できる
２．　図書館に本が届くまでの出版流通経路・取引慣行について説明できる
３．　資料の組織化（整理、仕舞い方、取り出し方）について説明できる
４．　『昭和史』の分類記号はなぜ２１０．７で、件名標目はなぜ日本−歴史ー昭和時代なのか説明できる
５．　資料組織化で使用する『日本目録規則』１９８７年版改訂３版、『日本目録規則』２０１８年版、『日本十進分類法』新訂９版、
『日本十進分類法』新訂１０版、『基本件名標目表』第４版とはとのような規則か説明できる
６．　資料収集方針とは何か説明できる
７．　学校図書館の蔵書について説明できる

到達目標

授業の計画と準備学修

学校図書館メディアの構成

斎藤　憲一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291431002

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

資料の選択、収集のための情報源、収集業務と受け入れ

資料選択のための出版目録、カタログ等にも関心を持って、ページを開くようにする 60分

蔵書構築

60分

基本件名標目表第４版を持参
思いついた言葉ではない件名（言葉）を
使って本や雑誌を探すとどのようなメリットがあるか考えておく

60分

第9回 資料組織化：『基本件名標目表』第４版と言葉による主題検索：　件名標目（１）主題だけ

第7回

第8回

学校図書館ではどのような方針のもとに本や雑誌を集積しているのか、集積された資料の数や内容はど
のようなものか、図書館の書架に行って見てみる

蔵書評価法

学校時代を振り返り、学校図書館（室）に自分が希望する本や雑誌があったのか、無かったのか、それ
はどうしてか考えてみる

60分

資料組織化：『日本目録規則』１９８７年改訂３版と『日本目録規則』２０１８年版と資料の記述：　図書

60分

日本目録規則１９８７年版改訂３版を持参 60分

資料組織化：『日本目録規則』１９８７年改定３版と
『日本目録規則』２０１８年版と資料の記述：　雑誌

日本目録規則１９８７年版改訂３版を持参

- 2054 -



60分

第11回

第12回

第13回

資料組織化：『基本件名標目表』第４版言葉による主題検索：　件名標目（２）主題＋形式

基本件名標目表第４版を持参
思いついた言葉ではない件名（言葉）を
使って本や雑誌を探すとどのようなメリットがあるか考えておく

資料組織化：『日本十進分類法』新訂９版、新訂１０版と分類記号による主題検索：　分類記号（１）　主題だけ

日本十進分類法新訂９版を持参
分類記号（数字）を使って本や雑誌を探すとどのようなメリットがあるのか考えておく

資料組織化：『日本十進分類法』新訂９版、新訂１０版と分類記号による主題検索：　分類記号（２）主題＋形式

日本十進分類法新訂９版を持参
分類記号（数字）を使って本や雑誌を探すとどのようなメリットがあるのか考えておく

60分

第10回

60分

資料組織化の新しい動き

60分

60分

第15回

学校図書館だけでなく社会生活の中でバーコードやICチップなどタグと呼ばれる識別コードがどのよう
な分野で使われているか関心を寄せて見てみる

60分

情報ファイル資料

既存の資料では利用出来ない（収録対象になっていない）資料、公の行事で発生した資料（文化祭、運
動会の写真、プログラム、ポスター）等を学校図書館ではどのように利用、提供しているか、への関心

到達度確認テスト

第１回から第１４回の授業内容の確認

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義プラス演習
＜演習＞
資料の組織化のところでは、実際に『日本目録規則』（ＮＣＲ）１９８７年版改訂３版、『基本件名標目表』（ＢＳＨ）第４版、『日本十
進分類法』（ＮＤＣ）新訂９版、或は、新訂１０版を使用しながら、目録作成、件名標目付与、分類記号付与の演習を行います。

成績評価の方法
授業への参加度、期末レポート、到達度確認テスト（授業内試験）によって総合的に評価します。
評価項目の評価割合は３分の１ずつですが、平常点＝３３％プラス期末レポート３３％＝試験未受験の６６％で合格という意味ではありま
せん。　期末レポートを作成・提出し６０％以上の評価を得、授業内試験も受けて６０％以上の評価を得て合格という意味です。　期末レ
ポートと授業内試験は相互に補い合う形になっています。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Living with Library、図書館とともに生活がある、或いは、生活の中に図書館が入っているとこの科目の履修を容易にします。
具体的には、図書館OPAC（コンピュータ閲覧目録）をつかってヒットした画面にはどのような情報が表示されているのかを注意してみてお
くと授業の理解を容易にします。

テキスト
プリントを配布します

参考書
１．全国学校図書館協議会「新学校図書館学」編集委員会編　『学校図書館メディアの構成』全国学校図書館協議会、２０００
（新学校図書館学２）
２．全国学校図書館協議会「シリーズ学校図書館学」編集委員会編『学校図書館メディアの構成』全国学校図書館協議会、２０１０　（シ
リーズ学校図書館学２）
３．田窪直規編『情報資源組織論』樹村房、２０１１（現代図書館情報学シリーズ９）
４．三浦逸雄著『コレクションの形成と管理』　雄山閣、１９９３
５．緑川信之著『本を分類する』勁草書房、１９９６
６．『日本目録規則』１９８７年版改訂３版　日本図書館協会、２００１
７．『日本目録規則』２０１８年版　日本図書館協会、２０１８．１２
８．『基本件名標目表』第４版　日本図書館協会、１９９９
９．『日本十進分類法』新訂９版　日本図書館協会、１９９５
１０．『日本十進分類法』新訂１０版　日本図書館協会、２０１４

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の全体像、進め方、予習・復習の仕方等を説明する。
・「調べる」活動にとって必要な学校図書館環境を理解する。

【予習】自らの「調べる」学習活動の体験を振り返っておく。
【復習】「調べる」学習活動には学校図書館の充実が必要であることを確認する。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

図書館利用指導から情報リテラシーの育成へ
・日本と米国の学校図書館史から情報リテラシーの育成の必要性を学修する。
・パスファインダーの作成法を習得する。

【予習】第2章を読む。自分の受けた学校図書館ガイダンスを思い出しておく。資料4（200ｐ）を読
む。
【復習】米国の学校図書館史から情報リテラシーの育成の必要性を確認する。

60

教育課程と学校図書館　―学習指導要領―
・児童生徒の主体的な学びと教員の学習指導を支
援する役割が学校図書館にあることを説明できる。
・発達段階・学習内容に応じたメディアの選択鳥用について学修する。

【予習】テキストの第1章を読む。学習指導要領内の学校図書館記述を探しておく。
【復習】主体的な学習活動になぜ学校図書館が必要なのかをを確認する。

90

テーマ・概要
学習センター、情報センターおよび読書センターとしての学校図書館の機能を理解し、図書館利用指導から情報リテラシーの育成へと変化
した学校図書館の現状と課題、各教科・領域での学校図書館の活用とそのための司書教諭の役割について学ぶ。また、探究学習の課題解決
プロセスを実際に体験し、テーマを決めてミニレポートを仕上げることで、調べる学習の進め方を理解する。

DP1(教養の習得）２（課題の発見と解決）、５（表現力、発信力）を実現するため、次の3点を到達目標とする。
・学習指導要領の求める新しい学力観に沿った学習センター・情報センター・読書センターとしての学校図書館のあり方を理解し、学校図
書館の運営ができる。
・課題解決プロセスを体験することによって、情報リテラシーの育成について理解し、図書館活用ができる。
・学習活動における学校図書館活用について、司書教諭の役割を説明することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学習指導と学校図書館

中山　美由紀

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291431003

2 2019年度 後期

- 2057 -



第4回

第5回

第6回

情報リテラシーの理論とメディアの選択
　課題 パスファインダーの提出
・ブックリストとパスファインダーの違いに気づき、「情報資源を活用する学びの指導体系表」を学修する。
・情報活用プロセスモデルとして、Big6スキルズモデルと探究モデルを学修する。

【予習】第３・４章を読む。パスファインダーを作成する。
【復習】
・「情報資源を活用する学びの指導体系表」と情報活用モデルを確認する。

120

演習１　テーマを決めよう
・自らの課題をさらに明らかにするテーマとするための問いの作り方を習得する。

120

【予習】ミニレポートの仕上げ。参考文献リストの作成。口頭発表の練習をする。
【復習】自分の発表の振り返りをする。

120

第9回 演習５　発表しよう　
　課題 ミニレポート・参考文献の提出
・プレゼンテーションを実践する。
・グループ内で発表、意見交換、相互評価を行う。

第7回

第8回

【予習】第5章を読む。自分の関心事を探る。関連する情報を5点以上見つけておく。
【復習】関心事を切り口のある問いの形にして、、テーマを深める。

演習2　情報を探そう
・情報カードの教育的意義を学修し、使い方を修得する。
・情報検索の方法を習得する。

【予習】第6章を読む
【復習】多様なメディにアクセスして、情報カードを多数作成し、意義を確認する。

120

演習３　情報を整理しよう
・情報の整理として分類・比較し、関連付けをした後、情報の取捨選択を体験から学修する。
・思考の整理としてシンキングツールを学修する。

120

【予習】第7章を読む。集めた情報カードを分類整理する。
【復習】集めた情報から思考し、結論を導く。

90

演習４　自分の情報をつくろう
課題 情報カードを提出する。
・探究学習を行う学校の実践を視聴する。
・情報のまとめ方、表現の仕方を体験を通して学修する。

【予習】第8章を読む。
【復習】論文の構成を確認する。自分のミニレポートついて、結論に根拠が十分か、自分の意見や主張
が表現されているかの確認をする。
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60

第11回

第12回

第13回

演習６　振り返ろう
・全員の成果物を互いに見せ合い評価する。
・情報活用・探究のプロセスで得たことを考察する。

【予習】自分の情報活用プロセスについて総括する。
【復習】情報活用の各プロセスでどのような指導と支援が必要であったかを考察する。

情報リテラシー育成のための指導計画・活動計画
・情報リテラシー育成のための指導計画の作成方法と提案について学修する。
・司書教諭の教員への働きかけと支援について学修する。

【予習】第9章を第4章の振り返りとともに読む。
【復習】学校図書館を活用した学習活動の系統表と司書教諭の教員への働きかけを確認する。

教科・領域・特別支援教育における学校図書館活用
・「先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース」の構造と事例から、図書館活用実践を分析する。

【予習】第10・11・12章を読む
【復習】「先生のための授業に役立つ学校図書館活用データベース」を使って、事例を確認する。

60

第10回

90

ICTの活用と情報サービス
・学校図書館のICT環境の必要性について学修する。
・情報活用プロセスと情報リテラシーの育成、情報サービスとの連携を学修する。

60

120

第15回

【予習】第13・14・15章を読む。
【復習】学校における情報サービスのチェック表を確認し、情報リテラシーの育成、カリキュラム提案
との関連を考察する。

60

到達度確認テスト
・これまでの学修内容について、理解度を確認するためのテスト

【予習】
これまでの学習指導と学校図書館の学修内容の整理と確認。

到達度確認テストの解説・質疑応答
・授業のまとめと展望

【復習】
到達度確認テストの結果からこの授業を振り返り、自分の学習指導における学校図書館の役割の理解度
をを確認して、不足事項の再確認と現時点での未来への展望を確認する。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
　講義のほか、自らの課題をもってミニレポートを作成する探究学習を情報活用の側面から体験演習する。それにより情報リテラシーの育
成の重要性を学修する。グループワークを取り入れ、互いにアドバイスしあったり、発表しあう。提出課題は4種ある。パスファイン
ダー、情報カード（20枚以上）、A3サイズ1枚のミニレポートと参考文献リストとなる。
　探究学習における活動を通して、情報活用のスモールステップを意識して体得できることは、ミニレポートの仕上げ以上に重要である。
これはコメントシートや到達度確認テストで確かめる。ミニレポートは、結論に至る根拠が示されていること、自分の意見や主張があるこ
とが評価の対象となる。
　到達度確認テストでは、情報活用プロセスの理解とともに情報活用の体系表や計画の作成、教員への支援についての理解と実践の仕方、
課題と展望について自分の意見を持っているかどうかに注目する。

成績評価の方法
パスファインダー（1回：⒑％）、情報カード・参考文献リスト（1回：⒑％）、演習ミニレポートの作成と発表（1回:：30％）、到達度確
認テスト（1回：40％）、講義中の発言や質問などの積極的参加とコメントシート（⒑％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その到達度により評価する。
・新しい学力観では情報リテラシーの育成が必須であることを理解しているか。
・探究プロセスを情報活用の側面から説明できるか。
・司書教諭の役割の一つが情報リテラシーの育成を校内で牽引していく存在であることを説明できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「学校経営と学校図書館」を先修しておくことが望まれる。
　教職科目

テキスト
堀川照代、塩谷京子編著『改訂新版　学習指導と学校図書館』放送大学教育振興会　2016　ISBN:978-4-595-31650-0　2800円+税

参考書
後藤芳文、伊藤史織、登本洋子著『学びの技　14歳からの探究・論文・プレゼンテーション』玉川大学出版部　2014年　ISBN:978-
4472404979　1600円+税
塩谷京子著『探究の過程における すぐ実践できる情報活用スキル55:単元シートを活用した授業づくり』ミネルヴァ書房　2019年　
ISBN:978-4623084456　2,400円+税
石狩管内高等学校図書館司書業務担当者研究会著『パスファインダーを作ろう　情報を探す道しるべ』(学校図書館入門シリーズ12)　全国
学校図書館協議会　2005年　ISBN4-7933-2265-4　800円+税
鎌田和宏、中山美由紀編著『先生と司書が選んだ調べるための本　小学校社会科で活用できる学校図書館コレクション』少年写真新聞社　
2008年　ISBN:978-4-87981-261-2　2,200円+税
片岡則夫著『「なんでも学べる学校図書館」をつくる　ブックカタログ＆データ集』少年写真新聞社　2013　ISBN 978-4-87981-476-0　
2,200円+税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１．　　文章のジャンルと「読み」の方向性

講義内容の再確認 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３．　　「読む」ことの追究（韻文）（２）

教材作品読解 60

２．　　「読む」ことの追究（韻文）（１）

教材作品読解 60

テーマ・概要
文章を「読む」ということは、どのような行為なのか。「読む」という行為の楽しみは、どのように読者にもたらされるのか。読書の原点
である「読む」ことの内実について学び、文章を読み解く楽しみの再発見を目指す。また、読書周辺の楽しみ方として、文学散歩について
学ぶ。実際に文学散歩を体験すると共に、任意の作品を選んで文学散歩の企画立案を行う。さらに、メディア・リテラシーについて学び、
情報を批判的に取捨選択していく力を育てる指導について考える。

１．文学作品読解の手がかりを知る。
２．文学作品をより精緻に読解する力をつける。
３．文学作品読解の面白さを知る。
４．文学散歩の企画立案が出来るようになる。
５．読解以外の文学作品の楽しみ方を知る。

到達目標

授業の計画と準備学修

読書と豊かな人間性

杉山　明信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291431004

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４．　　「読む」ことの追究（韻文）（３）

教材作品読解（提出課題あり） 60

５．　文学散歩の実施、体験

60

教材作品読解 60

第9回 ９．　　「読む」ことの追究（散文）（３）

第7回

第8回

配布資料の再読復習

６．　文学散歩についての講義

配布資料の再読復習
文学散歩計画の構想

60

７．　　「読む」ことの追究（散文）（１）

60

教材作品読解 60

８．　　「読む」ことの追究（散文）（２）

教材作品読解
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60〜120

第11回

第12回

第13回

１０．　「読む」ことの追究（散文）（４）

教材作品読解

１１．　文学散歩の企画立案（１）

文学散歩計画の構想

１２．　文学散歩の企画立案（２）

文学散歩計画の構想・作成

60

第10回

60〜120

１３．　文学散歩企画案発表（１）

60

60

第15回

文学散歩計画書作成
文学散歩計画書印刷

60

１４．　文学散歩企画案発表（２）

他の受講生の文革散歩計画書を読む

１５．　総括

他の受講生の文学散歩計画書を読む

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
講義と共に、小グループを用いての討論や、文学散歩の体験実習、計画立案作業などを行ないつつ授業をすすめる。

成績評価の方法
授業中の学習活動への取り組みの様子によって評価する。小レポートなども評価の対象とする。
出席は必要条件。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
特に定めない。必要な資料は、授業中適宜配布する。

参考書
『あの本の主人公と歩く東京物語散歩１００』堀越正光、ぺりかん社　1,600円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業内容の説明
・期末レポートの説明
・資料と情報の関係
・情報伝達サイクルと情報メディア（資料）の種類

シラバスに目を通し、授業内容の概略をつかむ 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

逐次刊行物（雑誌等）の資料特性

お気に入りの逐次刊行物（雑誌）を手元にとり、逐次に刊行している状態がどのように表現されている
のかチェックし、図書と雑誌の目次を比較する等、２つの資料の相違を学修する

60分

図書の資料特性

お気に入りの図書と雑誌を手元において、形態の観点から、例えば、分量（頁数）、本の大きさ等を比
較し、更に、図書館での配架場所（資料の提供の仕方）の違い等を比較する

60分

テーマ・概要
学校図書館で選択・収集、受入、整理、蓄積、そして利用に供している多様な種類の情報メディア（図書館資料）の特性を講義形式プラス
演習形式で学修していきます。
インターネットとスマホの時代に、例えば、実際の大型書店の閉店、また、ネットで本を注文などに見られるように生活様式が
大きな、そして急速な変化の中にあり、図書館資料を記述の対象としている『日本目録規則』も国際原則の改訂を受けて２０１８年版が２
０１８年１２月に刊行されています。
情報メディア、特に、速報性のある新聞や雑誌の利用の形が現在進行形のかたちで変化が起きています。　一方で、視聴覚資料について
は、LPレコードやカセットテープが若い世代ばかりでなく高齢者も含めて見直されたり、更に映画がネット配信されたりもしてきていま
す。
図書館はこうした情報メディア（図書館資料）を利用に供しています。　変化の動向をチェックをしながら、また意見交換も取り入れなが
ら情報メディア（図書館資料）の特徴を考えて行きます。

１．多様な種類の情報メディア（図書館資料）の特徴を理解し、なぜ図書だけでなく雑誌等もあるのか説明できる
２．多様な種類の情報メディア（図書館資料）の書誌情報の形を説明（識別）できる
３．個人情報の適正な利用が使用できる
４．情報メディア（図書館資料）の公正な利用ができる

到達目標

授業の計画と準備学修

情報メディアの活用

斎藤　憲一郎

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291431005

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

新聞の資料特性

図書や雑誌と違う新聞の紙面構成やニュースの伝え方をチェックし、図書館での配架（資料の提供の仕
方）が図書や雑誌の仕方と違う点等を学修する

60分

新聞の利用の形は？
イマドキの大学生と新聞：プレゼン発表準備

60分

図書館が提供するデータベースにはどのような種類のデータベースがあるか、どのように利用するか調
べ、実際に利用する機会をつくる

60分

第9回 情報検索とは、書誌データベース発展の経緯、
情報の加工、自然語と統制語

第7回

第8回

新しい出来事をどの情報メディアを使って入手しているか、インターネットとSNSの時代に、個人の場
合、図書館の場合の利用の形をイメージしておく

・プレゼンテーションの方法を確認

新聞の利用の形は？
イマドキの大学生と新聞：プレゼン発表

プレゼンテーションの方法・内容を確認する 60分

視聴覚資料の資料特性

60分

お気に入りの音楽、お気に入りの映画等の利用の仕方をイメージしながら、図書館での音声資料や映像
資料の提供・利用の仕方と比較する

60分

電子出版物の資料特性

いつも使う図書館では電子書籍をどのように提供しているか調べる
すでに電子書籍を利用している場合、
利用の仕方を比較する
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60分

第11回

第12回

第13回

インターネットとは、ホームページ検索

ホームページにアクセスして必要な情報を入手するとき、どのようにして必要な情報源にたどり着いて
いるか、入力するときに使った検索語・文章を確認する

インターネット上OPACを使った図書、雑誌検索

図書館のオンライン閲覧目録（OPAC）を利用し、OPACの画面には、自分の必要とする情報がどのように
表示されているか、画面のどこに表示されているか、改めてじっくり眺め、確認する

インターネット上の雑誌記事索引データベースを使った雑誌記事論文の検索

特定のテーマの文献を探したいときに参考文献からではなく、国立国会図書館が提供しているインター
ネット上のデータベース等を使って検索する機会をつくる

60分

第10回

60分

学校図書館と個人情報、プライバシー

60分

60分

第15回

個人情報の適正な利用の確認 60分

学校図書館と著作権

情報メディア（資料）の公正な利用の確認

到達度確認テスト

第１回から第１４回までのおさらい

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
１．講義形式
２．情報検索
３．意見交換

成績評価の方法
授業への参加度、期末レポート、到達度確認テスト（授業内試験）によって総合的に評価します。
評価項目の評価割合は３分の１ずつですが、平常点３３％プラス期末レポート３３％＝試験未受験の６６％で合格という意味ではありませ
ん。　期末レポートを作成・提出し６０％以上の評価を得、授業内試験も受けて６０％以上の評価を得て合格という意味です。　期末レ
ポートと授業内試験は相互に補い合う形になっています。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
Living with Library、図書館とともに大学生活がある、或いは、大学生活の中に図書館が入っているとこの科目の理解を容易にします。
具体的には、図書館のオンライン閲覧目録（OPAC)に見られる図書と雑誌の表示の違いに注意して見るとこの科目の理解を容易にします。

テキスト
プリントを配布します。

参考書
１．全国学校図書館協議会　『情報メディアの活用』同協議会、２００２　（新学校図書館学５）
２．全国学校図書館協議会　『情報メディアの活用』同協議会、２０１０　（シリーズ学校図書館学第５巻）
３．渡部満彦[ほか]著　『情報メディアの活用』　放送大学教育振興会、２０００
４．山本順一、気谷陽子著『情報メディアの活用』改訂新版　放送大学教育振興会、２０１０
５．上田修一、倉田敬子著　『情報の発生と伝達』　勁草書房、　１９９２
６．高山正也、平野英俊編　『図書館情報資源概論』　樹村房、　２０１２　（現代図書館情報学シリーズ８）　
　
７．『国立国会図書館月報』（雑誌）　国立国会図書館
８．日本図書館協会編『学校図書館の著作権問題Q&A』 同協会　２００６
９．日本図書館協会編　『図書館活動と著作権Q&A』　　　同協会、２０００

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
a.日本語について
b.日本語教育について
c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて

【予習】　・町の図書館などで、C.ダグラス・ラミスの『世界がもし100人の村だったら』を読み、あ
なたが考える日本語教育にどんな関係があるか、について100字程度にまとめる。

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

b.日本語教育について①
・日本語教育、国語教育、英語教育

【予習】・教科書の第3章、4章を読む。 90

a.日本語について①
・音声

【予習】・教科書の第15章を読む。 90

テーマ・概要
　主として外国人が日本語を勉強する、そのお手伝いをするのが日本語教育です。教える内容は日本語ですが、教える相手が外国人だとい
うことを考えるだけでも、日本語教育が日本国内の英語教育や国語教育と異なる点が理解できるでしょう。
　日本語教育では、(1) 外国人の立場や置かれている状況について考え、(2) 半ば無意識に習得した日本語を意識的に捉えなおし、(3) 外
国語として日本語を教える知識や技術を身につけることが不可欠です。
　「日本語教授論」では、上の(1)(2)(3)のそれぞれの基礎的事項について理解を深めていきますが、可能な範囲で、第二外国語学習の意
味、国際交流、南北問題、国際協力、共生、開発教育などについて考えます。「日本語教授論Ⅰ」では、日本語教育という専門分野がどの
ようなものか、その背景や現状について学び、さらに、グローバリゼーション、南北問題、国際協力などについても考えます。

　(1) 日本語を学ぶ外国人の立場や境遇について理解を深める。
　(2) 外国人にとって日本語の何がどのように難しいのかについて理解を深める。
　(3) 日本語教育の内容や方法の基礎的事項について理解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教授論Ｉ

佐久間　勝彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251481001

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて①
・日本語教育、異文化理解教育、国際理解教育、開発教育

【予習】・教科書の第9章を読む。
・町の図書館などを利用し、今は絶版の松井やより『市民と援助』（岩波新書）を読む。

180

a.日本語について②
・文法

90

【予習】・教科書の第2章を読む。
・ポータルサイトで二通(2006)を読む。

120

第9回 b.日本語教育について③
・国内の日本語教育

第7回

第8回

【予習】・教科書の第14章と第17章を読む。

b.日本語教育について②
・外国語教授法の変遷

【予習】・教科書の第10章を読む。 120

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて②
・グローバリゼーション

90

【予習】・教科書の第1章を読む。
・ポータルサイトで佐久間(2014)を読む。

120

a.日本語について③
・文字、語彙、表現

・今学期前半の授業で学んだことを確認する15分程度の小テスト
【予習】・教科書の第16章と第19章を読む。
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90

第11回

第12回

第13回

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて③
・南北問題

【予習】・教科書の第1章を再読する。
・浜田廣介「泣いた赤鬼」、あまんきみこ「おにたのぼうし」、宮沢賢治「よだかの星」、新美南吉
「手袋を買いに」、新美南吉「ごん狐」を読む。

a.日本語について④
・コミュニケーション

【予習】・教科書の第12章と18章を読む。

b.日本語教育について④
・海外の日本語教育

【予習】・配布資料を読む。
・ポータルサイトで佐久間(2006)を読む。

180

第10回

120

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて④
・国際協力としての日本語教育

120

120

第15回

【予習】・配布資料もしくはポータルサイトに載せる資料を読む。 90

補足・整理

【予習】・配布資料もしくはポータルサイトに載せる資料を読む。

今学期の授業で学んだことを確認するテスト

【課題】・学んだことを整理してまとめ、とくに関心のあるトピックについて自分の捉え方（立場・姿
勢）などを確認する。

第14回
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・授業終了後に教室で受けつけるほか、電子mailでも受けつける。

授業の方法
・グループディスカッションを多く行い、次の３つのテーマを3週間周期でスパイラル(らせん)的に扱っていく。
　a.日本語について
　b.日本語教育について
　c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて　
・さまざまな案内や課題や資料の提示などは事前にポータルサイトに載せるので、授業はポータルサイトを見ていることを前提に進める。
・授業は15回すべてに出席すことを想定して進める。

成績評価の方法
・授業での小テスト（20%）、学期末試験（30%）、出席状況（20%）、提出物（30%）に基づき総合的に評価する。

成績評価の基準
・成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
　Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.
・成績評価の基準は、以下のように、「到達目標」に対応する。
　(1) 日本語を学ぶ外国人の立場や境遇について理解できているか。
　(2) 外国人にとって日本語の何がどのように難しいのかについて理解できているか。
　(3) 日本語教育の内容や方法の基礎的事項について理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・必要な予備知識はとくにないが、毎回の授業のために読んだり調べたりする課題の量の多いことは覚悟していただきたい。
・将来外国人に日本語を教えてみたいと思う人はもちろん、外国語の勉強が好きな人、外国語の勉強が苦手な人、日本語に興味のある人、
国際交流や国際協力に関心のある人などを歓迎する。

テキスト
・佐々木泰子編著『ベーシック日本語教育』ひつじ書房　1995円　　ISBN978-4-89476-285-5

参考書
・必要に応じて、資料を配布したり指示したりポータルサイトに載せたりする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
a.日本語について
b.日本語教育について
c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて

【予習】・町の図書館などで、C.ダグラス・ラミスの『世界がもし100人の村だったら』を読み、あな
たが考える日本語教育にどんな関係があるか、について100字程度にまとめる。

120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

b.日本語教育について①
・母語習得と外国語学習

【予習】・教科書の第7章、第8章を読む。 90

a.日本語について①
・音声

【予習】・教科書の第15章を読む。 90

テーマ・概要
　主として外国人が日本語を勉強する、そのお手伝いをするのが日本語教育です。教える内容は日本語ですが、教える相手が外国人だとい
うことを考えるだけでも、日本語教育が日本国内の英語教育や国語教育と異なる点が理解できるでしょう。
　日本語教育では、(1) 外国人の立場や置かれている状況について考え、(2) 半ば無意識に習得した日本語を意識的に捉えなおし、(3) 外
国語として日本語を教える知識や技術を身につけることが不可欠です。
　「日本語教授論」では、上の(1)(2)(3)のそれぞれの基礎的事項について理解を深めていきますが、可能な範囲で、第二外国語学習の意
味、国際交流、南北問題、国際協力、共生、開発教育などについて考えます。「日本語教授論Ⅱ」では、日本語教育の活動がどのようなも
のか、その現実や課題について学び、さらに、グローバリゼーション、南北問題、国際協力などについても考えます。

　(1) 日本語を学ぶ外国人の立場や境遇について理解を深める。
　(2) 外国人にとって日本語の何がどのように難しいのかについて理解を深める。
　(3) 日本語教育の内容や方法の基礎的事項について理解を深める。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教授論II

佐久間　勝彦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251481002

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて①
・言語と社会、言語と国家

【予習】・教科書の第1章、第5章、第6章を読む。
・田中克彦『ことばと国家』（岩波新書）を読む。

180

a.日本語について②
・文法

90

【予習】・教科書の第13章を読む。
・ポータルサイトで佐久間(2006)を読む。

90

第9回 b.日本語教育について③
・日本語教育の教材・教科書

第7回

第8回

【予習】・教科書の第14章、第17章を読む。

b.日本語教育について②
・日本語教育の過去・現状・今後

【予習】・教科書の第2章、3章、第4章を読む。
・ポータルサイトで二通(2006)を読む。

90

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて②
・国際理解教育・開発教育

90

【予習】・ポータルサイトに載せる『ふたり　ミーナ、中国へ』、「ごめんね、リベカさん」、「八十
の手習い」などを読む。

90

a.日本語について③
・文字・語彙・表現

・今学期前半の授業で学んだことを確認する15分程度の小テスト
【予習】・教科書の第16章、第19章を読む。
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90

第11回

第12回

第13回

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて③
・開発教育としての日本語教育

【予習】・教科書の第を読む。
・ウィーダ『フランダースの犬』、アンデルセン『マッチ売りの少女』、オスカー・ワイルド「幸福の
王子」を読む。

a.日本語について④
・コミュニケーション

【予習】・教科書の第18章を読む。

b.日本語教育について④
・日本語教育の実際

【予習】・教科書の第4章、二通（2006）、佐久間（2006）を再読する。

180

第10回

90

c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて④
・日本人、“国際人”、“グローバル人材”

120

120

第15回

【予習】・ポータルサイトで佐久間(2014)を読む。 120

補足、整理

【予習】・配布資料もしくはポータルサイトに載せる資料を読む。

今学期の授業で学んだことを確認するテスト

【課題】・学んだことを整理してまとめ、とくに関心のあるトピックについて自分の捉え方（立場・姿
勢）などを確認する。

第14回
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・授業終了後に教室で受けつけるほか、電子mailでも受けつける。

授業の方法
・グループディスカッションを多く行い、次の３つのテーマを3週間周期でスパイラル(らせん)的に扱っていく。
　a.日本語について
　b.日本語教育について
　c.日本語教育よりも大切かもしれないことについて　
・さまざまな案内や課題や資料の提示などは事前にポータルサイトに載せるので、授業はポータルサイトを見ていることを前提に進める。
・授業は15回すべてに出席すことを想定して進める。

成績評価の方法
・授業での小テスト（20%）、学期末試験（30%）、出席状況（20%）、提出物（30%）に基づき総合的に評価する。

成績評価の基準
・成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
　Grades in the course are based on the criteria of Seikei University Regulation No.39.
・成績評価の基準は、以下のように、「到達目標」に対応する。
　(1) 日本語を学ぶ外国人の立場や境遇について理解できているか。
　(2) 外国人にとって日本語の何がどのように難しいのかについて理解できているか。
　(3) 日本語教育の内容や方法の基礎的事項について理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
・必要な予備知識はとくにないが、毎回の授業のために読んだり調べたりする課題の量の多いことは覚悟していただきたい。
・将来外国人に日本語を教えてみたいと思う人はもちろん、外国語の勉強が好きな人、外国語の勉強が苦手な人、日本語に興味のある人、
国際交流や国際協力に関心のある人などを歓迎する。

テキスト
・佐々木泰子編著『ベーシック日本語教育』ひつじ書房　1995円　　ISBN978-4-89476-285-5

参考書
・必要に応じて、資料を配布したり指示したりポータルサイトに載せたりする。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1  クラスについて
2　外国人学習者が書いた文を直す。
宿題：初級日本語学習者の特徴を書く。

授業に関連した資料など講師が指示したものを読んでください。
宿題をやる。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

初級前半で重要な課の模擬授業1

模擬授業で学んだ専門知識を復習してください 60分

初級教科書の比較（模擬授業で）
宿題：日本語授業と国語の授業の違いは？

初級教科書を読んでください。
宿題をやる。

60分

テーマ・概要
初級（しょきゅう）、中級（ちゅうきゅう）、上級（じょうきゅう）のさまざまな教材（きょうざい）を分析（ぶんせき）します。
現場（げんば）で使えるか、使えないか、使えない場合（ばあい）はどうすればいいか。この視点（してん）で教材を批判的（ひはんて
き）に読みながら、実践的（じっせんてき）な力をつけます。必要に応じて、「日本語教育能力試験」の出題範囲にある重要な用語も学び
ます。
＊このシラバスは決定ではありません。必要に応じて変更することがあります。

DP3(他者との協働）、DP4(自発性、積極性）、DP5（表現力、発進力）
(1)グループで教材を選（えら）ぶ、作（つく）るといった協働ができる。その際、課題達成に貢献するために自分の意見を発信できる。
(2)創造力とコミュニケーション力を身に付けることで、どのような国（くに）、機関（きかん）、状況（じょうきょう）でも教えること
ができる。
(3)外国人とやさしい日本語でコミュニケーションすることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教材研究Ｉ

小田切　由香子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251481003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

初級前半で重要な課の模擬授業２

復習：模擬授業で学んだこと 60分

初級前半で重要な課のまとめ

60分

講師が指定した資料を読んでください 30分

第9回 中上級教材分析

第7回

第8回

復習：第1回から第4回まで復習する。

模擬授業で学んだことの復習クイズ

復習：テストの答を見て、特に文法知識を復習してください。 30分

グループで課題に取り組む「初級教材を作る」

60分

講師が指定した資料を読んでください 30分

シラバスについて
グループで課題に取り組む「会話分析で学ぶ言語機能」

講師が指定した資料を読んでください

- 2078 -



60分

第11回

第12回

第13回

中級教材分析

講師が指定した資料を読んでください

上級教材分析

初級、中級、上級レベルがどのようなものか
これまでの資料で復習してください

上級教材分析

復習：日本語教育関連出版社が作っている図書一覧を読んで、どのような教材があるか把握してくださ
い。

30分

第10回

60分

生教材について

90分

30分

第15回

講師が指定した資料を読んでください 30分

学習のためのゲームは面白いか？
最終課題：ゲームを教材化する。

予習：講師が指定した資料を読んでください。

教材化したゲームをやってみる

復習：これまでの資料を読んで、質問事項をまとめてください。

第14回
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毎週水曜日4:00-5:00

授業の方法
講師（こうし）が模擬授業（もぎじゅぎょう）をして、日本語教育の現場（げんば）のイメージを作ってもらいます。
宿題があります。
クラス時間にグループでする課題があります。
クイズが1回あります。
個人でする課題があります。

グループワークが中心（ちゅうしん）です。
他の学生に迷惑（めいわく）になるので、遅刻（ちこく）、早退（そうたい）はしないでください。

教室では携帯電話のスイッチは切ってください。辞書や調べものの場合は使って構いません。

発達障害（はったつしょうがい）のある学生は、講師（こうし）に相談（そうだん）してください。

成績評価の方法
宿題,課題など 70%
クイズ50%
最終課題：20%
合計　140%

*グループで取り組んだ宿題、課題の成績は、メンバー全員同じになります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。知識（ちしき）ではなく、体力（たいりょく）・情熱（じょうねつ）を準備してください。

テキスト
特になし。こちらでコピーした資料（しりょう）を使います。

参考書
特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

クラスについて
Icebreker1
日本語能力試験分析

宿題：日本語能力試験について知るワークシート 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

課題1：聴解問題を作る

日本語能力試験の練習問題を読んで、分析してください。 30分

クラスについて icebreaker2
日本語能力試験　聴解問題分析

講師が指定した資料を読んでください。 30分

テーマ・概要
海外、国内で教える場合に持っていなくてはならないもの。それは「日本語能力試験」に関（かか）わる
指導（しどう）の知識（しちき）と技術（ぎじゅつ）です。クラスでは主に能力試験の教材について勉強します。
これ以外にも、小田切が教えている日本語クラスの学生が作成したゲームなどを実際にやって評価する体験などもします。
＊このシラバスは暫定的なものです。

DP3(他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5(表現力、発進力）
(1)日本語能力試験N4とN2を受（う）ける外国人学習者に対応（たいおう）できる。
（2)学習者の日本語能力が推測（すいそく）できるので、外国人との協働（きょうどう）ができる
（３）協働する際、自分の意見を的確に発信することができる
(4)積極的に新しいことに取り組むことができる

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教材研究II

小田切　由香子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21251481004

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

みんなが作った問題をやってみる
宿題1：聴解問題の対策を考える

講師が指定した資料を読んでください　。
他のレベルの聴解問題も読んでください。
宿題をやる。

30分

聴解問題の形式と対策をグループで考えて発表する

30分

課題を完成させる。 30分

第9回 初級文法と上級文法について
課題3：N4とN2文法問題を作る

第7回

第8回

予習：対策本を読んでください。

N4とN2文字・語彙をやり、分析する。
宿題2：分析結果をまとめる

復習：文字・語彙問題の意図が正しいか、問題集などを読んでもう一度検討してください。
宿題をやる。

30分

課題2：N4とN2文字・語彙を覚えるゲームを考える

30分

これまでの資料をもう一度読んでください。 60分

みんなが作った文字・語彙ゲームをやってみる
宿題3：N4とN2の文法問題をやる

講師が指定した資料を読んでください。
宿題をやる。
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30分

第11回

第12回

第13回

みんなが作った文法問題をやってみる
宿題4：N2読解問題をやる

講師が指定した資料を読んでください。
宿題をやる。

読解の対策本を分析する。

予習：留学生試験、センター試験の読解問題を読んでください。

課題4：グループでおすすめの読解対策本を1冊さがして、発表する。

これまでの資料をもう一度読んでください

30分

第10回

30分

発表
コースデザインについて
宿題5：グループで選んだ本を使って4か月コースをデザインする

60分

60分

第15回

これまでの資料をもう一度読んでください
宿題をやる

30分

N2レベルの学習者が作ったゲームを体験して評価する

これまでの資料をもう一度読んでください。

最終課題提出（小学1年生の教科書分析）

講師が指定した資料を読んでください

第14回
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毎週水曜日午後4:00-5:00

授業の方法
宿題、クラス時間にグループで取り組む宿題（クラス内宿題）、簡単なクイズ、課題があります。クイズをする場合は、必ず１週間前にク
イズがあることを伝えます。

グループワークが中心です。
ですから、他の学生に迷惑（めいわく）になるので、遅刻（ちこく）、早退（そうたい）はしないでください。

教室内では携帯電話のスイッチを切ってください。ただし、辞書、調べものに使う場合は例外です。

成績評価の方法
宿題など50%
課題40%
最終課題10%
合計　100%

＊グループでした宿題の評価はメンバー全員同じです。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。知識（ちしき）よりも体力（たいりょく）、情熱（じょうねつ）、クラスメートを尊敬（そんけい）する姿勢（しせい）が必要
です。

テキスト
特になし。

参考書
特になし

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

実習について、担当決め、教材について
講師による実習模範授業第1,2,3回分

予習：日本語教育初級文法について勉強してきたノートなどを読み返してください
復習：作成した教案を清書してください。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

実習準備：敬語の復習と教え方

次回の準備：自分がインタビューする外国人学習者の国、言語などについて予習してください。
クラス担当者はクラス教案を作ってメールで送ってください。

60分

実習準備：講師による実習模範授業4,5回分
　　　　　　　　　　　　　　　生教材の指導準備法１

予習：授業の中で指示された項目について自分で勉強してください。
復習：作成した教案を清書してください。

60分

テーマ・概要
日本語教員養成課程で学んできた知識はもちろん、それ以外の授業で得た知識、ここに至るまでの経験、すべてを
さまざまな外国の方に日本語を教えること、交流することに生かせる実習です。
＊ここに書いたシラバスは決定ではありません。実習生の都合などにより変更することがあります。

DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5(表現力、発進力）
(1)外国人学習者との信頼関係を築き共に授業を作り上げることができる。
(2)年齢、社会的立場の異なる外国人の中に入っていく経験を通じて、自発的に行動することができる。
(3)自身の世界観、人生観に基づく意見を外国人に発信できることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教育実習 ａ

小田切　由香子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151481005

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

日本語教育実習1　 icebreaker, インタビュー, 基本動詞の導入

学習者のプロフィールを分析して、教材を考えて個人教案をメールで送ってください。
クラス担当者はクラス教案と教材を作ってメールで送ってください。

30分

日本語教育実習2
　クラス指導：動詞のグループ分けとて形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

60分

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

第9回 日本語教育実習6 
　
クラス指導：実習1-5で学んだ項目を使って話させる活動をする。（内容は自分で考えてください）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

第7回

第8回

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習3　
クラス指導：動詞のない形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

日本語教育実習 4 
クラス指導：動詞のた形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

60分

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

日本語教育実習5　
動詞の普通形の否定形（〜なかった）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。
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60分

第11回

第12回

第13回

日本語教育実習7 
クラス指導：形容詞
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習8 
　
クラス指導　活動を使った参加方授業（内容は担当者が決めます）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習9　
クラス指導「あげます・もらいます・くれます」
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

第10回

60分

日本語教育実習10　　総復習とさよなら会

60分

60分

第15回

クラス担当者が中心となり、実習生全員で準備します。 60分

実習中の写真やメッセージを使って記念ボードを作ります

最終課題のためにこれまでの資料を読み返したり、まとめたりしてください。

実習について全員で話しあいます。

最終課題を完成させて、提出してください。

第14回
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毎週月曜日4時40から5時40分。

授業の方法
実際に外国人学習者に教える10回の授業について：
クラス形式の授業と１対１の授業の二本立てです。
クラス形式ではクラス授業の基本テクニックと初級文法の教え方を勉強します。また、学習者のレベルに差がある場合は
レベルに分けて暮らす授業を行います。
1対１では学習者のニーズに合わせた教材を自分でさがし、または作成し使います。

必要な場合は英語で教えることもあります。（英語の指導も講師がしますので心配しないでください）

成績評価の方法
本番実習中の提出物・連絡など 80%     (授業の数日前に講師に教案、教材（作った場合）をメールで送りチェックを受けます。授業後
は、その日にした１対1の授業の内容を講師とクラスメートのメールで報告します。同時に内省したことも報告します。）
最終課題10%：担当学習者を一人選び、質問紙に答えます。
完成ポートフォリオ(記念ボード）10%：自分たちの実習の雰囲気を示すコラージュを全員で作ります。これは、外国人学習者にも配りま
す。
合計：100%
※出席は大切です。特に外国人学習者と1対１の指導では、担当実習生が休むと学習者ががっかりしてしまいます。信頼関係を築くことが
できません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ A letter grade  in the course is compliant with  Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
初級文法を復習しておくと役に立ちます。しかし何よりも、忍耐力・体力・気力・愛情が第一です。

テキスト
特にありません。

参考書
『みんなの日本語初級I』本冊と英語文法解説、教師用指導書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

実習について、担当決め、教材について
講師による実習模範授業第1,2,3回分

予習：日本語教育初級文法について勉強してきたノートなどを読み返してください
復習：作成した教案を清書してください。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

実習準備：敬語の復習と教え方

次回の準備：自分がインタビューする外国人学習者の国、言語などについて予習してください。
クラス担当者はクラス教案を作ってメールで送ってください。

60分

実習準備：講師による実習模範授業4,5回分
　　　　　　　　　　　　　　　生教材の指導準備法１

予習：授業の中で指示された項目について自分で勉強してください。
復習：作成した教案を清書してください。

60分

テーマ・概要
日本語教員養成課程で学んできた知識はもちろん、それ以外の授業で得た知識、ここに至るまでの経験、すべてを
さまざまな外国の方に日本語を教えること、交流することに生かせる実習です。
＊ここに書いたシラバスは決定ではありません。実習生の都合などにより変更することがあります。

DP3（他者との協働）、DP4（自発性、積極性）、DP5(表現力、発進力）
(1)外国人学習者との信頼関係を築き共に授業を作り上げることができる。
(2)年齢、社会的立場の異なる外国人の中に入っていく経験を通じて、自発的に行動することができる。
(3)自身の世界観、人生観に基づく意見を外国人に発信できることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

日本語教育実習 ｂ

小田切　由香子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21151481005

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

日本語教育実習1　 icebreaker, インタビュー, 基本動詞の導入

学習者のプロフィールを分析して、教材を考えて個人教案をメールで送ってください。
クラス担当者はクラス教案と教材を作ってメールで送ってください。

30分

日本語教育実習2
　クラス指導：動詞のグループ分けとて形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

60分

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

第9回 日本語教育実習6 
　
クラス指導：実習1-5で学んだ項目を使って話させる活動をする。（内容は自分で考えてください）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

第7回

第8回

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習3　
クラス指導：動詞のない形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

日本語教育実習 4 
クラス指導：動詞のた形
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

60分

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

日本語教育実習5　
動詞の普通形の否定形（〜なかった）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。
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60分

第11回

第12回

第13回

日本語教育実習7 
クラス指導：形容詞
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習8 
　
クラス指導　活動を使った参加方授業（内容は担当者が決めます）
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

日本語教育実習9　
クラス指導「あげます・もらいます・くれます」
１対１の授業（学習者のニーズに合わせて自分で指導法、教材を考えます）

全員個別教案・教材を作ってメールで送ってくださ。
クラス担当者はクラス教案・教材も送ってください。

60分

第10回

60分

日本語教育実習10　　総復習とさよなら会

60分

60分

第15回

クラス担当者が中心となり、実習生全員で準備します。 60分

実習中の写真やメッセージを使って記念ボードを作ります

最終課題のためにこれまでの資料を読み返したり、まとめたりしてください。

実習について全員で話しあいます。

最終課題を完成させて、提出してください。

第14回
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毎週月曜日4時40から5時40分。

授業の方法
実際に外国人学習者に教える10回の授業について：
クラス形式の授業と１対１の授業の二本立てです。
クラス形式ではクラス授業の基本テクニックと初級文法の教え方を勉強します。また、学習者のレベルに差がある場合は
レベルに分けて暮らす授業を行います。
1対１では学習者のニーズに合わせた教材を自分でさがし、または作成し使います。

必要な場合は英語で教えることもあります。（英語の指導も講師がしますので心配しないでください）

成績評価の方法
本番実習中の提出物・連絡など 80%     (授業の数日前に講師に教案、教材（作った場合）をメールで送りチェックを受けます。授業後
は、その日にした１対1の授業の内容を講師とクラスメートのメールで報告します。同時に内省したことも報告します。）
最終課題10%：担当学習者を一人選び、質問紙に答えます。
完成ポートフォリオ(記念ボード）10%：自分たちの実習の雰囲気を示すコラージュを全員で作ります。これは、外国人学習者にも配りま
す。
合計：100%
※出席は大切です。特に外国人学習者と1対１の指導では、担当実習生が休むと学習者ががっかりしてしまいます。信頼関係を築くことが
できません。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/ A letter grade  in the course is compliant with  Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
初級文法を復習しておくと役に立ちます。しかし何よりも、忍耐力・体力・気力・愛情が第一です。

テキスト
特にありません。

参考書
『みんなの日本語初級I』本冊と英語文法解説、教師用指導書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第1章 オリエンテーション－授業目標、授業内容、そ
         の進め方等を理解する。最初の授業から、「教
　　  科書」を用いる。

シラバスを確認し、この授業の進め方を把握する。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第3章 学校教育の意義
　・社会の仕組みとしての学校教育の意義を理解
    する。
   ・現行学校教育制度と関連法規を理解する。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第2章 教職科目履修の動機と目指す教師像
　・教職全体の意義を理解する。
　・心に残る教師と目指す教師像を描く。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

テーマ・概要
テーマ:わが国における今日の学校教育及び教職の社会的意義を理解する。
概要:①教職の意義や教員の役割について概説し、教職への意欲や適性等について受講者が多角的に考察する機会を提
        供し、進路選択の過程を支援する。
         ②教員の職務内容等について、具体的実践的に理解できるように簡単な演習やグループ討議などを行い、受講者         が当事
者としてのイメージをもてるようにする。

①公教育の目的とその担い手である教員の存在意義を理解している。
 ②進路選択に向け、他の職業との比較を通して、教職の職業的特徴を理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職論 a

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191412003

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

第4章 学校教育の現状と課題
　 ・学校教育の現状を生活指導面から理解する。
　 ・今後の課題としてどのようなことが挙げられ
     るかを考察する。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第5章 教員の身分と服務義務
　・教員の身分や服務義務について理解する。
　・教科書の解説資料を読み、その内容について
    理解すると共に議論を展開する。

60分

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第9回 第10章 教員の職務の具体的内容（４）
　　　－学級崩壊・暴力行為
　・学級崩壊の状態について理解するとともに対
　応について考察する。
　・学校における暴力行為(校内暴力)について理
　解するとともに対応について考察する。

第7回

第8回

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第6章 教員の職務の具体的内容（１）
　・教員の職務のなかで、教科指導以外の具体的
    内容を理解する。
　・教員の職務において出会う可能性がある問題
    等に仮に挑戦してみる。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第7章と第8章 教員の職務の具体的内容（２）
　　　　　　　－最近の生徒の発達課題と傾向
　・最近の子供の意識や行動の傾向について理解
　する。
　・子供が見えなくなると状態とか、子供が「ム
　カつく」「キレる」状態を理解する。

60分

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第9章 教員の職務の具体的内容（３）
　　　－いじめ・不登校
　・いじめ・不登校の問題を理解し、どのように
　　対応するのかを考察する。
　・教科書の解説資料を読み、いじめや不登校へ
　　の態様と対応の基本を整理する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。
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60分

第11回

第12回

第13回

第11章 教員の職務の具体的内容（５）
　　　－学校・家庭・地域社会の役割と連携
　・学校・家庭・地域社会という、三つの「生活
　の場」の現状を理解する。
　・教科書の解説資料を読み、「生活の場」の役
　割と連携について考察する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第13章 教員の職務と教員の研修（１）
　　　－国際化と教育
　・国際問題で関心のある内容とは何かについ
　て、議論する。
　・教科書の解説資料を読み、国際化の状況につ
　いて理解する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第16章 教員の職務と教員の研修（２）
　　　－高齢社会と教育
　・21世紀は「高齢者の世紀」と呼ばれているこ
　とを理解する。
　・高齢者との付き合い方について、普段考えて
　いることを交換する。
復習を行う。
自ら資料を探し出し、次回の予習を行う。

60分

第10回

60分

教員の職務と教員の研修（３）
－貧困と教育
　・子供たちの貧困の状況を把握する。
　・どのような経済状況にあろうとも、平等に教
　育を受けられる環境を保障することを確認す　
　る。

120分

60分

第15回

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第18章 チーム学校における、教員に求められる資
　　　質能力
　・教員に必要とされる資質・能力について、議
　論する。
　・学校社会に対して、周囲から要求されている
　ことが何かを把握する。
復習を行う。

まとめー今回の授業で取り上げた内容について、振
           り返りを行う。

全体の復習を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業者の講義が中心となるが、受講者の討論なども入れていく。

成績評価の方法
定期試験(60%)　授業内でのコメントシートや授業で見る視聴映像に対する評価等、総合的に判断する。(40％)
授業への出席は、学生として必要条件である。履修登録していなくとも、第１回めから出席すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教育原理　学校と社会　教育心理学

テキスト
『教職の意義と教員の役割』［第３版］篠田信司著　三省堂　2.200円＋税　ISBN978-4-385-36335-6

参考書
授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

第1章 オリエンテーション－授業目標、授業内容、そ
         の進め方等を理解する。最初の授業から、「教
　　  科書」を用いる。

シラバスを確認し、この授業の進め方を把握する。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

第3章 学校教育の意義
　・社会の仕組みとしての学校教育の意義を理解
    する。
   ・現行学校教育制度と関連法規を理解する。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第2章 教職科目履修の動機と目指す教師像
　・教職全体の意義を理解する。
　・心に残る教師と目指す教師像を描く。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

テーマ・概要
テーマ:わが国における今日の学校教育及び教職の社会的意義を理解する。
概要:①教職の意義や教員の役割について概説し、教職への意欲や適性等について受講者が多角的に考察する機会を提
        供し、進路選択の過程を支援する。
         ②教員の職務内容等について、具体的実践的に理解できるように簡単な演習やグループ討議などを行い、受講者         が当事
者としてのイメージをもてるようにする。

①公教育の目的とその担い手である教員の存在意義を理解している。
 ②進路選択に向け、他の職業との比較を通して、教職の職業的特徴を理解している。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職論 b

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191412003

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

第4章 学校教育の現状と課題
　 ・学校教育の現状を生活指導面から理解する。
　 ・今後の課題としてどのようなことが挙げられ
     るかを考察する。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第5章 教員の身分と服務義務
　・教員の身分や服務義務について理解する。
　・教科書の解説資料を読み、その内容について
    理解すると共に議論を展開する。

60分

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第9回 第10章 教員の職務の具体的内容（４）
　　　－学級崩壊・暴力行為
　・学級崩壊の状態について理解するとともに対
　応について考察する。
　・学校における暴力行為(校内暴力)について理
　解するとともに対応について考察する。

第7回

第8回

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第6章 教員の職務の具体的内容（１）
　・教員の職務のなかで、教科指導以外の具体的
    内容を理解する。
　・教員の職務において出会う可能性がある問題
    等に仮に挑戦してみる。

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第7章と第8章 教員の職務の具体的内容（２）
　　　　　　　－最近の生徒の発達課題と傾向
　・最近の子供の意識や行動の傾向について理解
　する。
　・子供が見えなくなると状態とか、子供が「ム
　カつく」「キレる」状態を理解する。

60分

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第9章 教員の職務の具体的内容（３）
　　　－いじめ・不登校
　・いじめ・不登校の問題を理解し、どのように
　　対応するのかを考察する。
　・教科書の解説資料を読み、いじめや不登校へ
　　の態様と対応の基本を整理する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

- 2098 -



60分

第11回

第12回

第13回

第11章 教員の職務の具体的内容（５）
　　　－学校・家庭・地域社会の役割と連携
　・学校・家庭・地域社会という、三つの「生活
　の場」の現状を理解する。
　・教科書の解説資料を読み、「生活の場」の役
　割と連携について考察する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第13章 教員の職務と教員の研修（１）
　　　－国際化と教育
　・国際問題で関心のある内容とは何かについ
　て、議論する。
　・教科書の解説資料を読み、国際化の状況につ
　いて理解する。
復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

第16章 教員の職務と教員の研修（２）
　　　－高齢社会と教育
　・21世紀は「高齢者の世紀」と呼ばれているこ
　とを理解する。
　・高齢者との付き合い方について、普段考えて
　いることを交換する。
復習を行う。
自ら資料を探し出し、次回の予習を行う。

60分

第10回

60分

教員の職務と教員の研修（３）
－貧困と教育
　・子供たちの貧困の状況を把握する。
　・どのような経済状況にあろうとも、平等に教
　育を受けられる環境を保障することを確認す　
　る。

120分

60分

第15回

復習を行う。
教科書の資料を読み、次回の予習を行う。

60分

第18章 チーム学校における、教員に求められる資
　　　質能力
　・教員に必要とされる資質・能力について、議
　論する。
　・学校社会に対して、周囲から要求されている
　ことが何かを把握する。
復習を行う。

まとめー今回の授業で取り上げた内容について、振
           り返りを行う。

全体の復習を行う。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業者の講義が中心となるが、受講者の討論なども入れていく。

成績評価の方法
定期試験(60%)　授業内でのコメントシートや授業で見る視聴映像に対する評価等、総合的に判断する。(40％)
授業への出席は、学生として必要条件である。履修登録していなくとも、第１回めから出席すること。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教育原理　学校と社会　教育心理学

テキスト
『教職の意義と教員の役割』［第３版］篠田信司著　三省堂　2.200円＋税　ISBN978-4-385-36335-6

参考書
授業中に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の内容と進め方

教職課程での科目の位置づけ、シラバスの確認をする。
授業内で示した課題を完成する。

30

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育思想と教育目的

授業時に提示したテーマについてグループで調べる。
授業の復習。小レポートの作成。

90

90

今日における多様な学校教育

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90

90

テーマ・概要
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想について学ぶ。
新しい教育や、よりよい教育を構想し実践していくためには、これまでどのような教育が行われてきたのかをよく知る必要がある。この授
業では、教育に関する歴史や思想、理念、今日における教育の課題について学ぶ。そして、教育という営みが、人間にとってどのような意
味を持つのか探究することで、これからの教育を担っていく教師としての資質能力を養う。

・教育構想や実践における教育思想の重要性を理解する。
・学校教育の背景にある教育思想や歴史を説明できる。
・自身の教育体験を相対化し、これからの教育について考え始める力を獲得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育原理 a

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191412004

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

教育は誰のためにあるのか

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

〈教育〉と’education'の語源

90
90

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第9回 個性を尊重する教育とは

第7回

第8回

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学校と教育の歴史的展開（１）
レトリックと教育

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

学校と教育の歴史的展開（2）
近代学校の成立

90
90

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

社会科組織としての学校

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。
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90
90

第11回

第12回

第13回

子どもの貧困

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学力格差

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学校と教育の歴史的展開(3)
　日本における学校教育

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第10回

90
90

社会化組織としての地域と家庭

90
90

90
90

第15回

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

到達度の確認

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

振り返り

これまでの講義ノートを熟読する。
授業の復習。レポートの作成。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義による解説を中心とし、それに基づく小レポートによって考えをまとめ、深める。DVDなどの映像資料を用いたり、グループワーク
や発表を行う。
・状況に応じて授業内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
授業毎の小レポート　40％　授業への積極的な参加　20％　学期末のレポート　40％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
特になし。適宜プリントを配布する。

参考書
今井康雄（編）『教育思想史』有斐閣アルマ
岡部美香（編）『子どもと教育の未来を考える　Ⅱ』北樹出版
藤田英典・田中孝彦・寺崎弘昭『教育学入門』岩波書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業の内容と進め方

教職課程での科目の位置づけ、シラバスの確認をする。
授業内で示した課題を完成する。

30

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育思想と教育目的

授業時に提示したテーマについてグループで調べる。
授業の復習。小レポートの作成。

90

90

今日における多様な学校教育

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90

90

テーマ・概要
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想について学ぶ。
新しい教育や、よりよい教育を構想し実践していくためには、これまでどのような教育が行われてきたのかをよく知る必要がある。この授
業では、教育に関する歴史や思想、理念、今日における教育の課題について学ぶ。そして、教育という営みが、人間にとってどのような意
味を持つのか探究することで、これからの教育を担っていく教師としての資質能力を養う。

・教育構想や実践における教育思想の重要性を理解する。
・学校教育の背景にある教育思想や歴史を説明できる。
・自身の教育体験を相対化し、これからの教育について考え始める力を獲得する。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育原理 b

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191412004

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

教育は誰のためにあるのか

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

〈教育〉と’education'の語源

90
90

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第9回 個性を尊重する教育とは

第7回

第8回

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学校と教育の歴史的展開（１）
レトリックと教育

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

学校と教育の歴史的展開（2）
近代学校の成立

90
90

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

社会科組織としての学校

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。
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90
90

第11回

第12回

第13回

子どもの貧困

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学力格差

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

学校と教育の歴史的展開(3)
　日本における学校教育

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第10回

90
90

社会化組織としての地域と家庭

90
90

90
90

第15回

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

到達度の確認

配布したプリントを熟読する。
授業の復習。小レポートの作成。

振り返り

これまでの講義ノートを熟読する。
授業の復習。レポートの作成。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義による解説を中心とし、それに基づく小レポートによって考えをまとめ、深める。DVDなどの映像資料を用いたり、グループワーク
や発表を行う。
・状況に応じて授業内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
授業毎の小レポート　40％　授業への積極的な参加　20％　学期末のレポート　40％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
特になし。適宜プリントを配布する。

参考書
今井康雄（編）『教育思想史』有斐閣アルマ
岡部美香（編）『子どもと教育の未来を考える　Ⅱ』北樹出版
藤田英典・田中孝彦・寺崎弘昭『教育学入門』岩波書店

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

受講ガイダンス。受講上の注意、成績と評価基準、諸連絡。自己紹介シートの作成。
単位修得志望者は必ず、初回から出席すること。

配布したレジュメ・プリントを基に、復習を行う。 ６０分程度を目安に、復
習を行う。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育の社会的機能　２　
－「選別」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

教育の社会的機能　１
－「社会化」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

テーマ・概要
１．教育職員免許法、同法施行規則第六条に基づき、教育の社会的な役割、近代学校制度の成立と発展の歴史、その中でも、特に学校教育
と社会との相互関係及び学校と地域との連携、学校安全について学修する。
２．本講義では、学生の「社会理解」と「向社会性」を促すことにも意を配り、卒業後の就職支援のための「キャリアガイダンス」の観点
を加えて講義を行う。

（１）社会と学校教育との相互の関連について理解することができる。
（２）近代公教育制度の特徴とその後の発展の歴史を理解することができる。
（３）学校と地域との連携の意義とその実践事例を理解することができる。
（４）学校安全に関わる意識・知識の必要性を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学校と社会 ａ

生駒　俊樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291412002

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

教育の社会的機能　３　
－「正当化」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

近代公教育制度の成立
－コンドルセ（condorcet）の教育思想－

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第9回 戦後の学校教育と社会　－ 「職業指導」から「進路指導」へ －

第7回

第8回

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

日本における近代学校制度の歴史的展開
－戦前の学校系統－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

戦前の学校教育と日本人の精神形成　－ 「学校儀式」と「修身科」の歴史的展開 －

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

日本における近代学校制度の展開　－ 戦後の学校系統 －

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。
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６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第11回

第12回

第13回

教育政策の改革動向　　－ 「進路指導」から「キャリア教育」の展開へ －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

生徒の学力向上を支援する　－　規範意識と文化資本 －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

学校から社会への移行を支援する　 － 非認知能力の育成 －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第10回

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

学校と地域の連携　－ 学校地域間連携と生徒のキャリア形成支援 －

６０分程度を目安に、復
習を行う。

次回のリアクションペー
パーの作成の準備とし
て、１２０分程度を目安
に講義全体の復習に取り
組む。

第15回

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

学校保健安全法の概要と学校現場での取り組み

次回のリアクションペーパーの作成の
ため、レジュメ・プリント、参考書を基に、講義全体の復習を行う。

全体のまとめ、リアクションペーパーの作成

リアクションペーパーの作成を通じて、学修の理解度が低い項目については、復習を行う。

第14回
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授業終了後、教室で受け付ける。

授業の方法
まず、前回授業で出された学生のコメント（意見・質問）をパワーポイントで紹介し、前回授業の復習と共に授業内容の共通理解を図る。
次に事前に配布したレジュメを基に発問と学生の応答を繰り返し、双方向的な授業を展開する。毎回の授業の最後に、意見・質問のコメン
トシートを作成させる。そのうえで、随時、課題解決型のグループワークを導入する。

成績評価の方法
１．リアクションペーパーの内容を中心にして（70％）、普段の学習への取り組み・毎講義時のコメントシートの内容（30%）を配慮し
て、平常点で評価する。追試なし。
２．出席は評価のための必要条件。遅刻・早退は、0.5回の出席。遅刻・早退2回で欠席1回と扱う。
３．初回から出席を取るので、必ず出席すること。なお、カードリーダーは使用しない。
４．講義最終日の遅刻・欠席者は、本科目修了の認定不可。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
１．配布するレジュメ及び時事問題プリントを、講義の予習・復習のために精読すること。
２．教師や教育に関わる新聞記事やテレビのニュースを読み、観ておくこと。
３．高等学校で学習した地歴科（特に近代日本史・近代世界史）の教科書を基に復習しておくこと。
４．「教職論」及び「教育原理」を先に修得し、「教育史」を併修して受講することが望ましい。

テキスト
特に指定しない。

参考書
１．『実践　キャリアデザイン−高校・専門学校・大学−』、生駒俊樹編著、ナカニシヤ出版、２，０００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０３８２−５
２．『キャリアデザイン支援と職業学習』、生駒俊樹・梅澤正、ナカニシヤ出版、２，７００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０７７０−０
本講義の後半では、上記の２を使用する（予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

受講ガイダンス。受講上の注意、成績と評価基準、諸連絡。自己紹介シートの作成。
単位修得志望者は必ず、初回から出席すること。

配布したレジュメ・プリントを基に、復習を行う。 ６０分程度を目安に、復
習を行う。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育の社会的機能　２　
－「選別」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

教育の社会的機能　１
－「社会化」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

テーマ・概要
１．教育職員免許法、同法施行規則第六条に基づき、教育の社会的な役割、近代学校制度の成立と発展の歴史、その中でも、特に学校教育
と社会との相互関係及び学校と地域との連携、学校安全について学修する。
２．本講義では、学生の「社会理解」と「向社会性」を促すことにも意を配り、卒業後の就職支援のための「キャリアガイダンス」の観点
を加えて講義を行う。

（１）社会と学校教育との相互の関連について理解することができる。
（２）近代公教育制度の特徴とその後の発展の歴史を理解することができる。
（３）学校と地域との連携の意義とその実践事例を理解することができる。
（４）学校安全に関わる意識・知識の必要性を理解することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学校と社会 ｂ

生駒　俊樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291412002

1 2019年度 後期

- 2113 -



第4回

第5回

第6回

教育の社会的機能　３　
－「正当化」－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

近代公教育制度の成立
－コンドルセ（condorcet）の教育思想－

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第9回 戦後の学校教育と社会　－ 「職業指導」から「進路指導」へ －

第7回

第8回

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

日本における近代学校制度の歴史的展開
－戦前の学校系統－

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

戦前の学校教育と日本人の精神形成　－ 「学校儀式」と「修身科」の歴史的展開 －

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

日本における近代学校制度の展開　－ 戦後の学校系統 －

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。
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６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第11回

第12回

第13回

教育政策の改革動向　　－ 「進路指導」から「キャリア教育」の展開へ －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

生徒の学力向上を支援する　－　規範意識と文化資本 －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

学校から社会への移行を支援する　 － 非認知能力の育成 －

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第10回

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

学校と地域の連携　－ 学校地域間連携と生徒のキャリア形成支援 －

６０分程度を目安に、復
習を行う。

次回のリアクションペー
パーの作成の準備とし
て、１２０分程度を目安
に講義全体の復習に取り
組む。

第15回

配布したレジュメ・プリント、参考書を基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

学校保健安全法の概要と学校現場での取り組み

次回のリアクションペーパーの作成の
ため、レジュメ・プリント、参考書を基に、講義全体の復習を行う。

全体のまとめ、リアクションペーパーの作成

リアクションペーパーの作成を通じて、学修の理解度が低い項目については、復習を行う。

第14回
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授業終了後、教室で受け付ける。

授業の方法
まず、前回授業で出された学生のコメント（意見・質問）をパワーポイントで紹介し、前回授業の復習と共に授業内容の共通理解を図る。
次に事前に配布したレジュメを基に発問と学生の応答を繰り返し、双方向的な授業を展開する。毎回の授業の最後に、意見・質問のコメン
トシートを作成させる。そのうえで、随時、課題解決型のグループワークを導入する。

成績評価の方法
１．リアクションペーパーの内容を中心にして（70％）、普段の学習への取り組み・毎講義時のコメントシートの内容（30%）を配慮し
て、平常点で評価する。追試なし。
２．出席は評価のための必要条件。遅刻・早退は、0.5回の出席。遅刻・早退2回で欠席1回と扱う。
３．初回から出席を取るので、必ず出席すること。なお、カードリーダーは使用しない。
４．講義最終日の遅刻・欠席者は、本科目修了の認定不可。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
１．配布するレジュメ及び時事問題プリントを、講義の予習・復習のために精読すること。
２．教師や教育に関わる新聞記事やテレビのニュースを読み、観ておくこと。
３．高等学校で学習した地歴科（特に近代日本史・近代世界史）の教科書を基に復習しておくこと。
４．「教職論」及び「教育原理」を先に修得し、「教育史」を併修して受講することが望ましい。

テキスト
特に指定しない。

参考書
１．『実践　キャリアデザイン−高校・専門学校・大学−』、生駒俊樹編著、ナカニシヤ出版、２，０００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０３８２−５
２．『キャリアデザイン支援と職業学習』、生駒俊樹・梅澤正、ナカニシヤ出版、２，７００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０７７０−０
本講義の後半では、上記の２を使用する（予定）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1.近世日本の教育伝統と明治維新
　・幕府立学校、藩校、寺子屋、私塾など、江戸時代に　　日本人が自力で作り出した学校の特色と意義を知り、　日本の教育
伝統とは何かについて理解する。

【予習】江戸時代の社会と文化について適宜の文献を読んで知識を高めておく。
【復習】江戸時代の学校の基本的な特徴について説明できるように整理する。日本の教育伝統としては
他に何が考えられるか調べる。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3.「教学論争」と明治10年代の教育政策
　・明治国家のアイデンティティーをめぐる相克の時代の教育構造を理解する。教育政策上の試行錯誤について、現代につなが
る点を考察する。

【復習】個性ある思想家が取り上げられるので、それぞれの教育思想のポイントをまとめておく。 60

2.近代学校制度の導入と西洋近代教育思想
　・多様な選択肢の中で「学制」が制定されたことの意義を追体験に理解する。西洋近代の人間観、教育思想の影響力を理解す
る。

【復習】講義内容のポイントをまとめる。特に、二重学校系統の危険性について考えをまとめる。 60

テーマ・概要
　日本の「発展」をもたらした原動力として国際的に高い評価を得てきた我が国の教育は、今、新しい時代に向けて大きな変革を迫られて
いる。講義では、明治以降の日本の教育史を概観しつつ、歴史的に形成されてきた日本の教育に見られる理念、思想、方法等の伝統的特質
を明らかにし、その意義と問題点を考察する。

１．近代以降の日本の教育史についてその概要と変遷に関する知識を得る。
２．これまでの教育史の動きがどのように今日につながっているのか、どのような意義と問題を持っているのか理解することができる。
３．教育史の知識と理解を踏まえ、今後の教育の在り方を根拠を持って考察することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育史

北村　和夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291412101

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

4.森有礼の思想と教育改革
　・武士の人間形成と明治啓蒙思想との関わりを知る。
　・近代学校制度の構造と機能を理解し、現代に続く「日本の学校」の特質について考察する。

【復習】薩摩藩の武士教育を会津藩のそれと比較する。「教育」と「学問」の区別の原理をまとめる。 90

5.教育勅語の制定ー近代天皇制の教育理念
　・教育勅語とは何か、歴史的意義と問題点、思想構造について理解し、説明できるようになる。人々の受け止め方を想像し、
果たした役割を考える。

120

【復習】それぞれの教師像のよさと問題点をまとめる。特に、聖職者教師像がなぜ人々に支持されたの
か、考察する。

60

第9回 9.「理想の教師像」の変遷と教員養成制度
　・聖職者教師、師範タイプ、研究者教師、新教育教師、専門家教師などの意味と特色を理解する。歴史的根拠を持って、望ま
しい教師像を自ら構想する。

第7回

第8回

【予習】８０歳以上の年配の方に、教育勅語を覚えているかお聞きしてみる。
適宜の方法で教育勅語本文を検索し、自力で声を出して読んでみる。
【復習】教育勅語解釈の集約説と並列説についてまとめる。法規ではないのに法規以上の権威と機能を
持ったというメカニズムについてまとめる。

6.初等教育の発展ー殖産興業、富国強兵
　・世界的にも最高水準の普及率と効率的な教育を実現し、今日につながる日本の初等教育の特色を理解する。その強みと弱点
を考察する。

【予習】国際成人力テストの結果を調べて、日本がトップであることを確認する。
【復習】日本の初等教育はなぜ優れており、なぜ問題を抱えているのか、講義内容を整理し、考えをま
とめる。

60

7.中等教育の発展ー「中等社会」の形成と良妻賢母主義
　・日本の中等教育の原型を作った明治32年体制が時代の家族観、国家観、女性観、宗教観の結節点であることを理解する。
「良妻賢母」のどこが問題か説明できるようになる。

120

【復習】キーワードにつき説明できるようにする。いくつかの関係ある高校について、戦前の学校種別
を確認してみる。

60

8.高等教育の発展ー学歴社会の成立
　・高等教育の発展経緯をたどり、日本型学歴社会の特色を知ることで、現代の大学格差や学風の違いが源から理解できる。学
歴社会を教育学的にとらえる見識を持つ。

【予習】天野郁夫『大学の誕生』（上）より関心のある箇所を読む。
【復習】天野郁夫『大学の誕生』（下）より関心のある箇所を読む。
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90

第11回

第12回

第13回

10.大正自由教育と中村春二の成蹊学園
　・現代教育改革の源流である大正自由教育を切り拓いたのは、中村春二と成蹊学園であったことを知る。その特色と教育的な
意義を理解し、説明できるようになる。

【予習】成蹊学園編DVD『たしかなあしぶみ　なかむらはるじ』を視聴する。『心力歌』を全８章読
む。
【復習】キーワードを説明できるようにする。現代の成蹊教育に中村精神や成蹊の教育伝統がどのよう
に生きているか考察する。

11.戦時下の教育理念と教育改革
　・戦時下の危機的状況下で教育が巨大な役割を果たしたことを知る。皇国民錬成の理念がなぜ人々に支持されたのかを考え、
自分ならどうであるかを考える。

【予習】適宜に戦争に関する文献を読み、自分の問題意識を明らかにしておく。
【復習】教師はなぜ戦争に協力したのか、考察する。

12.戦後教育改革の進展
　・占領下で行われた戦後教育改革の特殊性と意義を理解する。激しい価値の転換を人々や日本社会はどのように受け止めたの
か、考察する。

【復習】キーワードを説明できるようにする。占領下での教育改革が日本とドイツでどう違うのか、調
べる。

120

第10回

60

13.高度経済成長期の教育状況
　・豊かさを求めて疾走した時代の、教育への期待を理解する。また同時期には種々の教育病理が生まれたことを知り、社会構
造の変化と教育・子どもの変化との関わりに気づく。

60

60

第15回

【復習】身近な経験者に高度経済成長期の教育と今の教育との違いを語っていただき、意見を交換す
る。

60

14.現代教育改革の進展
　・臨時教育審議会以降の教育改革が目指す方向性を知り、グローバリゼーション、情報化、少子高齢化、生涯学習、その他の
教育課題を理解する。根拠と見識を持って今後の教育のあり方につき、自分の意見を持つ。

【復習】現代教育改革の進展を、新聞報道なども加えて、時系列に沿ってまとめる。

15.全体のまとめ
　・全体を振り返り、歴史を通じて変化したもの、一貫しているものを確認し、今後の考察に役立てる。

【復習】全体を振り返り、歴史の流れを確認する。受講を通じて得た問題意識は何か確認する。そのな
かで今後教育を考えるうえで何が自分の関心の核となるか、明確にする。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
　講義を中心に、数回の振り返り小テストを行い、最終レポート提出を行う。授業中に配布する資料を基に講義を進める。

成績評価の方法
　総合評価とし、学期末のレポートないし試験が60％、振り返り小テストが30％、授業態度が10％とする。出席は義務。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
日本史に関する高校卒業レベル以上の知識。

テキスト
　特になし。

参考書
　特になし。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―本講座を受ける上での注意事項・本講座の目標について―

【復習】教職課程における授業の位置づけ及び授業の概要、到達目標について理解すること。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学習を規定する要因①―学習観について―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教育心理学とは？―教育心理学とはどのような学問か？―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

テーマ・概要
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　学校教育に必要な基礎理論として、主に、幼児、児童及び生徒の心身の発達と学習過程について、教育心理学という学問の観点からお話
します。まず、当該分野における発達と学習に関する伝統的な理論を概観し、今までどのような理論が提唱されてきたかをお話したいと思
います。しかしながら、これらの伝統的な理論をただ知識として学ぶだけでは、受講生のみなさんが学校の先生になった時に、当該理論を
うまく学校現場で活用できないのではないかと思います。そこで、本講座では、伝統的な理論と伴に、当該理論を用いて、幼児、児童及び
生徒が抱える問題点を改善することを試みた教育実践の例も紹介して、みなさんが本講座で学んだ理論を実際の教育実践の場で援用するヒ
ントを与えられたらと考えています。

　教員になった時に必要となる幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する基礎知識とそれに関わる技法を理解することを目
標とする（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。）。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育心理学 ａ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291412401

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学習を規定する要因②―知能について―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

学習者の特性と教育方法―適性処遇交互作用（ATI）に着目して―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

第9回 教育評価と学習―教育評価についての理解と教育評価が学習に及ぼす影響について―

第7回

第8回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

発達における初期環境の重要性

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

ピアジェの発達理論

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

性格の発達―心理学では性格をどのようにとらえるか？―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。
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60分

第11回

第12回

第13回

動機づけと学習

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

個別学習とルール学習―ルール学習の重要性―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

障害のある児童生徒とは？―ＬＤ・ＡＤＨＤの理解―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

60分

第10回

60分

障害のある児童生徒に対する教育支援―教師はどのようにＬＤ・ＡＤＨＤの児童生徒を支援したらよいか？―

60分

60分

第15回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

学習者はどのような誤った知識（誤概念）を持つか―理科と社会科の学習内容を取り上げて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

学習者の誤った知識（誤概念）を効果的に修正する教育方法―理科と社会科の学習内容を取り上げて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的には、プリントを毎回配布し、それに基づき、主に、講義形式で授業を行います。授業では、グループでの話し合い・発表等を適宜
求めるので、積極的に、グループでの活動に参加して欲しいと思います。

成績評価の方法
期末レポート（約80％）と授業内のレポート（約20％）の結果により評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　必要な予備知識は特にありませんが、履修時点で、教員を志す可能性がある学生を対象としています。本講義で学んだ内容は、２年以降
の教職の授業「教育相談」や「教職実践演習」の予備知識となります。

テキスト
教科書は使用しません。配布するプリントに基づき講義を行います。

参考書
『中学校学習指導要領解説理科編』（文部科学省）、『中学校学習指導要領解説社会編』（文部科学省）、『教育心理学―教育の科学的解
明をめざして―』（安藤寿康・鹿毛雅治（編）、慶應義塾大学出版会）等。その他の参考書は授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―本講座を受ける上での注意事項・本講座の目標について―

【復習】教職課程における授業の位置づけ及び授業の概要、到達目標について理解すること。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学習を規定する要因①―学習観について―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教育心理学とは？―教育心理学とはどのような学問か？―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

テーマ・概要
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　学校教育に必要な基礎理論として、主に、幼児、児童及び生徒の心身の発達と学習過程について、教育心理学という学問の観点からお話
します。まず、当該分野における発達と学習に関する伝統的な理論を概観し、今までどのような理論が提唱されてきたかをお話したいと思
います。しかしながら、これらの伝統的な理論をただ知識として学ぶだけでは、受講生のみなさんが学校の先生になった時に、当該理論を
うまく学校現場で活用できないのではないかと思います。そこで、本講座では、伝統的な理論と伴に、当該理論を用いて、幼児、児童及び
生徒が抱える問題点を改善することを試みた教育実践の例も紹介して、みなさんが本講座で学んだ理論を実際の教育実践の場で援用するヒ
ントを与えられたらと考えています。

　教員になった時に必要となる幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する基礎知識とそれに関わる技法を理解することを目
標とする（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。）。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育心理学 ｂ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291412401

1 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学習を規定する要因②―知能について―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

学習者の特性と教育方法―適性処遇交互作用（ATI）に着目して―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

第9回 教育評価と学習―教育評価についての理解と教育評価が学習に及ぼす影響について―

第7回

第8回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

発達における初期環境の重要性

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

ピアジェの発達理論

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

性格の発達―心理学では性格をどのようにとらえるか？―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。
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60分

第11回

第12回

第13回

動機づけと学習

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

個別学習とルール学習―ルール学習の重要性―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

障害のある児童生徒とは？―ＬＤ・ＡＤＨＤの理解―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

60分

第10回

60分

障害のある児童生徒に対する教育支援―教師はどのようにＬＤ・ＡＤＨＤの児童生徒を支援したらよいか？―

60分

60分

第15回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

学習者はどのような誤った知識（誤概念）を持つか―理科と社会科の学習内容を取り上げて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

学習者の誤った知識（誤概念）を効果的に修正する教育方法―理科と社会科の学習内容を取り上げて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的には、プリントを毎回配布し、それに基づき、主に、講義形式で授業を行います。授業では、グループでの話し合い・発表等を適宜
求めるので、積極的に、グループでの活動に参加して欲しいと思います。

成績評価の方法
期末レポート（約80％）と授業内のレポート（約20％）の結果により評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　必要な予備知識は特にありませんが、履修時点で、教員を志す可能性がある学生を対象としています。本講義で学んだ内容は、２年以降
の教職の授業「教育相談」や「教職実践演習」の予備知識となります。

テキスト
教科書は使用しません。配布するプリントに基づき講義を行います。

参考書
『中学校学習指導要領解説理科編』（文部科学省）、『中学校学習指導要領解説社会編』（文部科学省）、『教育心理学―教育の科学的解
明をめざして―』（安藤寿康・鹿毛雅治（編）、慶應義塾大学出版会）等。その他の参考書は授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1　プロローグ（教育（学び）とは何か/教育課程とは何か）
・授業のオリエンテーションとして、授業の進め方・予習と復習のあり方・評価の要点・テキストの活用法などの説明を理解す
る。
・「教育課程」を学ぶために、「教育」「学習」についてのイメージづくりをする。

【予習】　シラバス全体によく目を通して、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認してから授
業に臨むこと。これは受講のために不可欠な作業である。もちろん、テキストの目次にも目を通してお
くこと。

40

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3　教育課程の類型
・教育課程の類型を知ることによって、何が見えてくるのかを理解する。
・経験カリキュラムと教科カリキュラムを中心に取り上げ、それぞれの類型の特徴を明らかにする。

2　教育課程とカリキュラム－その基本思想－
・科学・学問体系を重視するのか、生活・経験を重視するのかという、教育課程の基本スタンスを確実に理解する。
・「教育課程」と「カリキュラム」という二つの用語の共通性と相違点とを明らかにする。

【予習】　テキスト該当部を読んで授業に臨む。
【復習】　テキスト該当部をもう一度読み返し、授業内容の確認をする。

60

テーマ・概要
▼テーマ　　教育課程（英語ではcurriculum：カリキュラム）とは、学校が意図的・組織的に編成したあらゆる教育活動のプログラムを指
す言葉であり、言い換えれば（学校における）「子どもの学習体験の総体」ということになります。つまり、教育課程（カリキュラム）に
ついて考えるということは、「子どもの学習体験を、どんな意図をもってデザインし、運用し、改善を図っていくか」を考えることになり
ます。教科・科目の種類やその配置、授業時間数や単位数など、一目瞭然で分かりやすい部分にだけ目を奪われる傾向が強いのですが、そ
うしたことに矮小化することなく、また前例やこれまで常識だとされてきたことに引き摺られることもなく、「学校教育の魂に当たるこ
と」だとの認識をもって、深く探究することを求め・願って取り組みます。
　この科目には「特別活動」という教育領域を考えることも含まれます。「特別活動」（「特活」と略称されることもある）は、教師が使
う用語ではあっても、生徒にとっては馴染みの薄いものであるために、大学生への調査でも、何のことであるかを正しく理解している学生
の方が少ないぐらいです。しかし教育課程（カリキュラム）の構成要素として、重要な意味を持つものであることが、具体的に納得のいく
レベルまで徹底できることを目指します。
▼概要　　上記の目的を達成するために、国が教育課程編成の大綱的基準として示す「学習指導要領」に則り、中学校・高等学校での「各
教科・特別の教科　道徳（中学校のみ）・総合的な学習（高等学校の改訂では「探究」）・特別活動」の構成要素を検討していきます。現
代は「知識基盤社会」だと言われ、グローバル化が進み、ＩＣＴが人間生活のあらゆる場面に深く浸透するなど、これまでとはその様相を
異にしています。そうした中で、学校教育の本来的な使命を果たし、今日的な教育課題と子どもの現実・未来に対応する教育課程（カリ
キュラム）の創造とマネジメントこそが重要になっています。学校や教師は、理想的な発言をすることはあっても、現実の行動においては
かなり保守的で、新たな試みには消極的であることが多いのですが、そうしたあり方からの脱却を図るためにも、基本的な知識を活用・再
構築することによって、理想的な教育課程（カリキュラム）の創造を目指しての考察を深めていきます。
　特別活動も「特別なもの=余分なもの、付け足しで、あってもなくても良いもの」などと誤解されることなく、「学級活動（中学校。高
等学校ではホームルーム活動）」「生徒会活動」「学校行事」の3領域について、その歴史的展開も踏まえて、意義・実践・課題を納得で
きるまで、具体的に考えていきます。特別活動を突出したもの、一過性のものにしないために、教科指導・生徒指導・キャリア教育・総合
的な学習（探究）の時間との関連性に注目しながら考察します。

〈注〉　「テーマ」欄の冒頭に記したような関係から、教育課程とカリキュラムは概念的には同一と考えられますが、細かな点では異なり
が認められます。（詳しくは第2回目に授業で取り扱う予定です。）ただ、このシラバスにおいては教育課程（カリキュラム）または教育
課程という文言での表記を原則としていることを、予め断っておきます。

▼到達目標　　教育課程（カリキュラム；特別活動を含めて考える）とは何かについて、その意義とデザイン（編成）についての考え方と
手法について、理論・歴史的変遷・実践など多様な観点から深く学び、適切な説明ができるようにすると共に、これから求められる教育課
程（カリキュラム）を自律的で理想的にデザイン（編成）する力を培います。それは、
①教育課程（カリキュラム）を正確に理解し、そのデザイン（編成）の思想を習得し、簡潔明瞭に説明できる。
②教育課程（カリキュラム）をデザイン（編成）するための技法を獲得し、それをＰＤＣＡサイクルで活用する意義と方法を適切に説明で
きる。
③特別活動の意義を理解し、現実的な対応策を提示することができる。
力を獲得することです。
　これによって、ＤＰ1（教養の修得）のために教育課程（カリキュラム）の基本的概念を理解し、ＤＰ2（課題の発見と解決）のために、
現代の学校教育の課題を教育課程（カリキュラム）の視点から捉え、その解決の方途を探ることになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育課程の研究（特別活動論を含む。） ａ

小池　俊夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413101

2 2019年度 前期
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第3回

第4回

第5回

第6回

【予習】　テキストを再度読み、前回の授業を振り返って授業に臨む。不明な点があれば質問ができる
ようにしておく。
【復習】　教育課程の２類型を比較し、その特徴を説明できるようにする。（授業中のノート記述に加
筆・修正をすること。）

90

4　わが国の教育課程の変遷を俯瞰
・教育課程をめぐる基本的な問題点の整理をし、「総合的な学習の時間」を例に、教育課程の基本原理を明らかにする。

【予習】　テキスト該当部を読み、内容の要点をノートに整理しておく。（キーワードを挙げるのも良
い。）
【復習】　授業内容の確認をする。特に、重要概念の説明が適切にできるようになる。

60

5　わが国の教育課程編成と「学習指導要領」〔パート1〕ー「試案」から今日までー
・わが国の教育課程にとって、「学習指導要領」がもつ意味・役割を正確・確実に理解する。
・1947年に最初に示された「学習指導要領」から2017年改訂のものまでの歴史的変遷を概観し、座標軸の上に描き出す。
・「生きる力」「ゆとりある学校教育」「最低基準性」の説明ができるようにする。

70

第9回 9　カリキュラムマネジメントとは何か
・ＰＤＣＡサイクルで教育課程をどう捉えるかを明らかにする。

第7回

第8回

【予習】　前回の学習の振り返りを、テキスト該当部を読み返しながら行う。
【復習】　テキスト該当部を読みながら授業内容の確認を徹底させる。不明な点、疑問な点があれば次
回に質問ができるようにしておく。

6　わが国の教育課程編成と「学習指導要領」〔パート2〕ー新しい「学習指導要領」の省察ー
・2017年改訂と2018年改訂の「新しい学習指導要領」の検討をし、その特徴と問題点を明らかにする。
・カリキュラム・マネジメントとアクティブ・ラーニングという改訂のポイントについて納得できるレベルまで理解し、明らか
にする。

【予習】　前回の授業終了時に配布した資料ペーパーを読み、内容を確実に把握しておくこと。
【復習】　授業を振り返り、「新しい学習指導要領の評価」（仮題，用紙配布）についてのミニ・レ
ポート①を作成する。

150

7　教育課程の編成と学習内容・教材（メディア）・教育方法
・総合的・横断的な教育課程の編成原理を検討する。
・検定教科書の特徴、使用義務と拘束性、検定基準と広域採択について明らかにする。
・教科書の活用原則を明らかにする。
・検定教科書以外の教材とメディア、ＩＣＴの活用について基本的な理解をする。

90

【予習】　小・中・高校生の時代に使った教科書について、特に印象深かったこと、感動したこと、分
かりにくかったことなどを思い出しておくこと。
【復習】　授業の振り返りをし、教科教育法の授業での模擬従業に反映できるようにしておくこと。

60

8　教育課程改革とヒドゥン・カリキュラム
・ヒドゥン・カリキュラムの説明（意義と問題点）ができる。

【予習】　テキストや教育小事典、教育用語集などを用いて、「ヒドゥン・カリキュラムの定義」を
ノートに記入して授業に臨むこと。
【復習】　現在、ヒドゥン・カリキュラムをポジティブに活用するならば、どのようなことが考えられ
るかを検討してみる。
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120

第11回

第12回

第13回

【予習】　他の教職科目での学びも振り返り、ＰＤＣＡとは何かが説明できるようにしておく。（ノー
トしておければ良い。）
【復習】　授業の確認をし、カリキュラム・マネジメントの簡潔な説明ができるようにすること。

60

10　教育課程の評価
・教育課程評価と学力評価を明らかにする。
・ＰＩＳＡ調査の意義と問題点を明らかにする。

【予習】　前回の授業を、もう一度振り返り、要点を摑み、テキスト該当部を読んだ上で授業に臨む。
【復習】　授業で取り上げられた用語の説明が、適切にできるようにしておくこと。

11　特別活動の意義と目的
・わが国の特別活動の変遷（名称は別として、戦前を含む）を概観する。
・現行及び新しい「学習指導要領」における特別活動の位置づけを明らかにする。

【予習】　自分の中・高校生時代の特別活動を思い出し、感動したり多くの収穫があったことでも、意
味を感じなかったこと・失敗したことでも良いので、「私の特別活動体験」（仮題，用紙配布）につい
てのミニ・レポート②を作成して、授業時に提出する。
【復習】　授業内容と提出したミニ・レポートを結び合わせて再考する。

12　特別活動の３領域
・「学級活動（高等学校ではホームルーム活動）」「生徒会活動」「学校行事」のそれぞれについて、意義・現状・改善の方向
性を明らかにする。

【予習】　資料プリントをよく読み、内容を把握して授業に臨む。
【復習】　特別活動について正確な理解をする。

60

第9回

第10回

授業の方法

60

13　部活動の教育的意義と教育課程での位置づけ
・部活動とは何か、なぜ必要なのか、不参加の生徒もいるのはなぜかについて、明快な説明ができる。
・「部活動」をめぐっての討論を行う。

70

60

第15回

【予習】　資料プリントをよく読み、内容を把握して授業に臨む。その上で、自分の中・高校生時代の
部活動について思い返しておくこと。（帰宅部であった場合も含めて。）

60

14　教育課程と「生活のある」学校
・子どもの「生活」を核とした学校（教育課程）について調べる。その際、「家庭」との対比の視点から見つめてみる。

【予習】　資料ペーパーによく目を通しておくこと。
【復習】　授業の振り返りをして、主要論点を整理すること。

15　エピローグ（教育課程と今日の学校教育）
・この科目の総括をして、到達目標を達成していることを確認する。

【予習】　テキスト全体を熟読すとともに、自分自身のこの授業での学習軌跡を振り返って授業に臨
む。
【復習】　授業全体を省察し、今後の教職課程履修への反映を考える。

第14回
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　授業終了後に教室で受け付けます。時間を要するような場合は、個別に対応しますので、遠慮なく申し出てください。

　必ずしもグループワークや討論を多く取り入れるということにはなりませんが、「主体的で深い学び」を実現していきたいと強く思いま
す。用語の解説（定義づけ）が一通りできても、対話的に「それはどういうことなのか」、「なぜか」などと追及されると曖昧になってし
まうことは、よく見られる光景です。それでは「授業不成立」ということになってしまいます。「心底から納得できること・体得するこ
と」を目指したいと思います。そのため、
①ほぼ毎回の授業で「授業レポート」を書き、提出を求めます。必要に応じて、これを媒体として、学生と教師の間で、授業内容に留まら
ない率直で深いコミュニケーションを活発化させることにも繋げていきます。
②授業期間中に2回、「ミニレポート」を作成して提出します。これは熟考を要する内容につぃて、ホームワークとして一定時間をかけて
取り組むものです。「読むこと・書くこと」は知的生活をする上での基本営為です。このミニレポートは2回とも提出しなければ、単位の
修得はできませんので注意してください。
③「授業の計画」欄にすべてを記してはいませんが、小グループでの対話的意見交換を適宜取り入れます。「聞くこと・話すこと」も知的
生活の基本営為です。これらは、ＩＣＴが社会生活を凌駕するようになっても、それは手段が変わるだけで、本質は何ら変わることのない
普遍の原理です。
を実施します。
　授業には、シラバスの「準備学修」欄に記した予習を誠実に行った上で出席し、主体的・積極的に臨みます。第1回目の授業は、履修登
録が済んでいるかどうかには拘わらず、履修希望者は必ず出席しなければなりません。これは、この科目の履修要件ですから、個人的な都
合などに優先させるものです。毎回の復習も疎かにしてはなりません。

成績評価の方法
　上の「授業の方法」欄に記した、「授業レポート」とグループワークへの参画度を含む授業への参加姿勢と意欲などでおよそ30%、２回
のミニレポートでおよそ４０％、期末試験の結果をおよそ３０%として、総合的に評価します。授業への出席は、当然のことながら、学生
として必要条件です。教職科目であることに鑑みれば、全出席が当たり前であると考えられます。欠席の許容は２回程度が常識だと考えま
す。
　「授業レポート」、ミニレポート、期末試験のいずれも、よく考えた上で、自分の主張（思想・哲学とも言えます）が正確に、明瞭に伝
わるように記述します。文字は楷書で、正確・丁寧に書き、ひらがなも疎かにせず、句読点を正しく打つなど、大学生として求められる日
本語の文章表現能力を示さなければいけません。これらも、評価の対象に含まれます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
　特に、下記の観点に着目して達成状況を判断し、評価します。
①教育課程の意義とそのデザイン（編成）の思想と方法について、基本的な知識を確実に理解しているか。（特別活動も含む。）
②「授業レポート」やミニレポートでは、自分の言葉で、読み手に正しく伝えられる記述・構成ができているかどうか。難解な述語（学術
用語）や、WEB上の曖昧な用語を多用したものが、優れたレポートなどということは決してありません。
③グループワークにおいて、他者の意見を十分に聞き取り・受け止めるとともに、自分の主張も明確に発信し、差異を諒解しつつ共有でき
ているかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　新聞（原則として「紙媒体」のもの）によく目を通してください。自宅で購読していない場合でも、大学図書館などで読むことが可能で
す。大量の情報が高速で流れ去るＷＥＢ情報・ＳＮＳ情報だけに依存することなく、テレビやラジオのニュース番組や討論番組などにも気
を配り、教育課程だけではなく教育に関する動向に敏感であってください。特に、2017年には小学校と中学校の「学習指導要領」が改訂さ
れ、2018年は高等学校の「学習指導要領」の改訂がされたばかりの時期です。教科書も新しいものになっていきます。文部科学省のホーム
ページにも適宜アクセスして、常に最新情報を入手することに努めてください。
　教職科目は、それぞれに関連性をもっています。既習の科目、現在併行して履修中の科目と結び付け、繋ぎ合わせることで、より深い学
びができる筈です。

テキスト
　［教育課程に関して］山﨑準二編『教育課程　第二版』，学文社，2018年（ＩＳＢＮ978－4－7620－2781－9），1900円＋税　をテキス
トに指定します。高校までの検定教科書ではありませんから、目次の順に授業が展開されるわけではなく、すべての内容を授業で取り上げ
るものでもありませんが、所持していること＝読んで、内容を把握している・必要に応じて検索ができることを前提として、授業を進行さ
せます。
　［特別活動に関して］文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別活動編』,東山書房,2018年,　256円＋税　を授業の
進行に合わせて活用します。
　準テキストとして、文部科学省『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』の総則部分を使用します。いずれにせよ一部の使用
ですので、文部科学省のホームページからアクセスしたもので構いませんので、プリントアウトしたものを用意してください。。

参考書
　授業中に、必要に応じて文献の紹介をしますし、テキストにも参考文献が示されています。積極的に活用してください。その上で、教育
課程に関してより広く・深く理解するために次の2冊は大変役に立ちます。
○田中耕治編『よくわかる教育課程』（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ），ミネルヴァ書房，2011年（ISBN978－4－623－
05144－1），2600円＋税
○日本カリキュラム学会編『現代　カリキュラム事典』，ぎょうせい，2001年（ISBN4‐324－06211－0），8000円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1　プロローグ（教育（学び）とは何か/教育課程とは何か）
・授業のオリエンテーションとして、授業の進め方・予習と復習のあり方・評価の要点・テキストの活用法などの説明を理解す
る。
・「教育課程」を学ぶために、「教育」「学習」についてのイメージづくりをする。

【予習】　シラバス全体によく目を通して、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認してから授
業に臨むこと。これは受講のために不可欠な作業である。もちろん、テキストの目次にも目を通してお
くこと。

40

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3　教育課程の類型
・教育課程の類型を知ることによって、何が見えてくるのかを理解する。
・経験カリキュラムと教科カリキュラムを中心に取り上げ、それぞれの類型の特徴を明らかにする。

2　教育課程とカリキュラム－その基本思想－
・科学・学問体系を重視するのか、生活・経験を重視するのかという、教育課程の基本スタンスを確実に理解する。
・「教育課程」と「カリキュラム」という二つの用語の共通性と相違点とを明らかにする。

【予習】　テキスト該当部を読んで授業に臨む。
【復習】　テキスト該当部をもう一度読み返し、授業内容の確認をする。

60

テーマ・概要
▼テーマ　　教育課程（英語ではcurriculum：カリキュラム）とは、学校が意図的・組織的に編成したあらゆる教育活動のプログラムを指
す言葉であり、言い換えれば（学校における）「子どもの学習体験の総体」ということになります。つまり、教育課程（カリキュラム）に
ついて考えるということは、「子どもの学習体験を、どんな意図をもってデザインし、運用し、改善を図っていくか」を考えることになり
ます。教科・科目の種類やその配置、授業時間数や単位数など、一目瞭然で分かりやすい部分にだけ目を奪われる傾向が強いのですが、そ
うしたことに矮小化することなく、また前例やこれまで常識だとされてきたことに引き摺られることもなく、「学校教育の魂に当たるこ
と」だとの認識をもって、深く探究することを求め・願って取り組みます。
　この科目には「特別活動」という教育領域を考えることも含まれます。「特別活動」（「特活」と略称されることもある）は、教師が使
う用語ではあっても、生徒にとっては馴染みの薄いものであるために、大学生への調査でも、何のことであるかを正しく理解している学生
の方が少ないぐらいです。しかし教育課程（カリキュラム）の構成要素として、重要な意味を持つものであることが、具体的に納得のいく
レベルまで徹底できることを目指します。
▼概要　　上記の目的を達成するために、国が教育課程編成の大綱的基準として示す「学習指導要領」に則り、中学校・高等学校での「各
教科・特別の教科　道徳（中学校のみ）・総合的な学習（高等学校の改訂では「探究」）・特別活動」の構成要素を検討していきます。現
代は「知識基盤社会」だと言われ、グローバル化が進み、ＩＣＴが人間生活のあらゆる場面に深く浸透するなど、これまでとはその様相を
異にしています。そうした中で、学校教育の本来的な使命を果たし、今日的な教育課題と子どもの現実・未来に対応する教育課程（カリ
キュラム）の創造とマネジメントこそが重要になっています。学校や教師は、理想的な発言をすることはあっても、現実の行動においては
かなり保守的で、新たな試みには消極的であることが多いのですが、そうしたあり方からの脱却を図るためにも、基本的な知識を活用・再
構築することによって、理想的な教育課程（カリキュラム）の創造を目指しての考察を深めていきます。
　特別活動も「特別なもの=余分なもの、付け足しで、あってもなくても良いもの」などと誤解されることなく、「学級活動（中学校。高
等学校ではホームルーム活動）」「生徒会活動」「学校行事」の3領域について、その歴史的展開も踏まえて、意義・実践・課題を納得で
きるまで、具体的に考えていきます。特別活動を突出したもの、一過性のものにしないために、教科指導・生徒指導・キャリア教育・総合
的な学習（探究）の時間との関連性に注目しながら考察します。

〈注〉　「テーマ」欄の冒頭に記したような関係から、教育課程とカリキュラムは概念的には同一と考えられますが、細かな点では異なり
が認められます。（詳しくは第2回目に授業で取り扱う予定です。）ただ、このシラバスにおいては教育課程（カリキュラム）または教育
課程という文言での表記を原則としていることを、予め断っておきます。

▼到達目標　　教育課程（カリキュラム；特別活動を含めて考える）とは何かについて、その意義とデザイン（編成）についての考え方と
手法について、理論・歴史的変遷・実践など多様な観点から深く学び、適切な説明ができるようにすると共に、これから求められる教育課
程（カリキュラム）を自律的で理想的にデザイン（編成）する力を培います。それは、
①教育課程（カリキュラム）を正確に理解し、そのデザイン（編成）の思想を習得し、簡潔明瞭に説明できる。
②教育課程（カリキュラム）をデザイン（編成）するための技法を獲得し、それをＰＤＣＡサイクルで活用する意義と方法を適切に説明で
きる。
③特別活動の意義を理解し、現実的な対応策を提示することができる。
力を獲得することです。
　これによって、ＤＰ1（教養の修得）のために教育課程（カリキュラム）の基本的概念を理解し、ＤＰ2（課題の発見と解決）のために、
現代の学校教育の課題を教育課程（カリキュラム）の視点から捉え、その解決の方途を探ることになります。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育課程の研究（特別活動論を含む。） ｂ

小池　俊夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413101

2 2019年度 後期
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第3回

第4回

第5回

第6回

【予習】　テキストを再度読み、前回の授業を振り返って授業に臨む。不明な点があれば質問ができる
ようにしておく。
【復習】　教育課程の２類型を比較し、その特徴を説明できるようにする。（授業中のノート記述に加
筆・修正をすること。）

90

4　わが国の教育課程の変遷を俯瞰
・教育課程をめぐる基本的な問題点の整理をし、「総合的な学習の時間」を例に、教育課程の基本原理を明らかにする。

【予習】　テキスト該当部を読み、内容の要点をノートに整理しておく。（キーワードを挙げるのも良
い。）
【復習】　授業内容の確認をする。特に、重要概念の説明が適切にできるようになる。

60

5　わが国の教育課程編成と「学習指導要領」〔パート1〕ー「試案」から今日までー
・わが国の教育課程にとって、「学習指導要領」がもつ意味・役割を正確・確実に理解する。
・1947年に最初に示された「学習指導要領」から2017年改訂のものまでの歴史的変遷を概観し、座標軸の上に描き出す。
・「生きる力」「ゆとりある学校教育」「最低基準性」の説明ができるようにする。

70

【予習】　他の教職科目での学びも振り返り、ＰＤＣＡとは何かが説明できるようにしておく。（ノー
トしておければ良い。）
【復習】　授業の確認をし、カリキュラム・マネジメントの簡潔な説明ができるようにすること。

60

10　教育課程の評価
・教育課程評価と学力評価を明らかにする。
・ＰＩＳＡ調査の意義と問題点を明らかにする。

【予習】　前回の授業を、もう一度振り返り、要点を摑み、テキスト該当部を読んだ上で授業に臨む。
【復習】　授業で取り上げられた用語の説明が、適切にできるようにしておくこと。

60

第9回

第10回

9　カリキュラムマネジメントとは何か
・ＰＤＣＡサイクルで教育課程をどう捉えるかを明らかにする。

第7回

第8回

【予習】　前回の学習の振り返りを、テキスト該当部を読み返しながら行う。
【復習】　テキスト該当部を読みながら授業内容の確認を徹底させる。不明な点、疑問な点があれば次
回に質問ができるようにしておく。

6　わが国の教育課程編成と「学習指導要領」〔パート2〕ー新しい「学習指導要領」の省察ー
・2017年改訂と2018年改訂の「新しい学習指導要領」の検討をし、その特徴と問題点を明らかにする。
・カリキュラム・マネジメントとアクティブ・ラーニングという改訂のポイントについて納得できるレベルまで理解し、明らか
にする。

【予習】　前回の授業終了時に配布した資料ペーパーを読み、内容を確実に把握しておくこと。
【復習】　授業を振り返り、「新しい学習指導要領の評価」（仮題，用紙配布）についてのミニ・レ
ポート①を作成する。

150

7　教育課程の編成と学習内容・教材（メディア）・教育方法
・総合的・横断的な教育課程の編成原理を検討する。
・検定教科書の特徴、使用義務と拘束性、検定基準と広域採択について明らかにする。
・教科書の活用原則を明らかにする。
・検定教科書以外の教材とメディア、ＩＣＴの活用について基本的な理解をする。

90

【予習】　小・中・高校生の時代に使った教科書について、特に印象深かったこと、感動したこと、分
かりにくかったことなどを思い出しておくこと。
【復習】　授業の振り返りをし、教科教育法の授業での模擬従業に反映できるようにしておくこと。

60

8　教育課程改革とヒドゥン・カリキュラム
・ヒドゥン・カリキュラムの説明（意義と問題点）ができる。

【予習】　テキストや教育小事典、教育用語集などを用いて、「ヒドゥン・カリキュラムの定義」を
ノートに記入して授業に臨むこと。
【復習】　現在、ヒドゥン・カリキュラムをポジティブに活用するならば、どのようなことが考えられ
るかを検討してみる。
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120

第11回

第12回

第13回

11　特別活動の意義と目的
・わが国の特別活動の変遷（名称は別として、戦前を含む）を概観する。
・現行及び新しい「学習指導要領」における特別活動の位置づけを明らかにする。

【予習】　自分の中・高校生時代の特別活動を思い出し、感動したり多くの収穫があったことでも、意
味を感じなかったこと・失敗したことでも良いので、「私の特別活動体験」（仮題，用紙配布）につい
てのミニ・レポート②を作成して、授業時に提出する。
【復習】　授業内容と提出したミニ・レポートを結び合わせて再考する。

12　特別活動の３領域
・「学級活動（高等学校ではホームルーム活動）」「生徒会活動」「学校行事」のそれぞれについて、意義・現状・改善の方向
性を明らかにする。

【予習】　資料プリントをよく読み、内容を把握して授業に臨む。
【復習】　特別活動について正確な理解をする。

授業の方法

60

13　部活動の教育的意義と教育課程での位置づけ
・部活動とは何か、なぜ必要なのか、不参加の生徒もいるのはなぜかについて、明快な説明ができる。
・「部活動」をめぐっての討論を行う。

70

60

第15回

【予習】　資料プリントをよく読み、内容を把握して授業に臨む。その上で、自分の中・高校生時代の
部活動について思い返しておくこと。（帰宅部であった場合も含めて。）

60

14　教育課程と「生活のある」学校
・子どもの「生活」を核とした学校（教育課程）について調べる。その際、「家庭」との対比の視点から見つめてみる。

【予習】　資料ペーパーによく目を通しておくこと。
【復習】　授業の振り返りをして、主要論点を整理すること。

15　エピローグ（教育課程と今日の学校教育）
・この科目の総括をして、到達目標を達成していることを確認する。

【予習】　テキスト全体を熟読すとともに、自分自身のこの授業での学習軌跡を振り返って授業に臨
む。
【復習】　授業全体を省察し、今後の教職課程履修への反映を考える。

第14回
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　授業終了後に教室で受け付けます。時間を要するような場合は、個別に対応しますので、遠慮なく申し出てください。

　必ずしもグループワークや討論を多く取り入れるということにはなりませんが、「主体的で深い学び」を実現していきたいと強く思いま
す。用語の解説（定義づけ）が一通りできても、対話的に「それはどういうことなのか」、「なぜか」などと追及されると曖昧になってし
まうことは、よく見られる光景です。それでは「授業不成立」ということになってしまいます。「心底から納得できること・体得するこ
と」を目指したいと思います。そのため、
①ほぼ毎回の授業で「授業レポート」を書き、提出を求めます。必要に応じて、これを媒体として、学生と教師の間で、授業内容に留まら
ない率直で深いコミュニケーションを活発化させることにも繋げていきます。
②授業期間中に2回、「ミニレポート」を作成して提出します。これは熟考を要する内容につぃて、ホームワークとして一定時間をかけて
取り組むものです。「読むこと・書くこと」は知的生活をする上での基本営為です。このミニレポートは2回とも提出しなければ、単位の
修得はできませんので注意してください。
③「授業の計画」欄にすべてを記してはいませんが、小グループでの対話的意見交換を適宜取り入れます。「聞くこと・話すこと」も知的
生活の基本営為です。これらは、ＩＣＴが社会生活を凌駕するようになっても、それは手段が変わるだけで、本質は何ら変わることのない
普遍の原理です。
を実施します。
　授業には、シラバスの「準備学修」欄に記した予習を誠実に行った上で出席し、主体的・積極的に臨みます。第1回目の授業は、履修登
録が済んでいるかどうかには拘わらず、履修希望者は必ず出席しなければなりません。これは、この科目の履修要件ですから、個人的な都
合などに優先させるものです。毎回の復習も疎かにしてはなりません。

成績評価の方法
　上の「授業の方法」欄に記した、「授業レポート」とグループワークへの参画度を含む授業への参加姿勢と意欲などでおよそ30%、２回
のミニレポートでおよそ４０％、期末試験の結果をおよそ３０%として、総合的に評価します。授業への出席は、当然のことながら、学生
として必要条件です。教職科目であることに鑑みれば、全出席が当たり前であると考えられます。欠席の許容は２回程度が常識だと考えま
す。
　「授業レポート」、ミニレポート、期末試験のいずれも、よく考えた上で、自分の主張（思想・哲学とも言えます）が正確に、明瞭に伝
わるように記述します。文字は楷書で、正確・丁寧に書き、ひらがなも疎かにせず、句読点を正しく打つなど、大学生として求められる日
本語の文章表現能力を示さなければいけません。これらも、評価の対象に含まれます。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
　特に、下記の観点に着目して達成状況を判断し、評価します。
①教育課程の意義とそのデザイン（編成）の思想と方法について、基本的な知識を確実に理解しているか。（特別活動も含む。）
②「授業レポート」やミニレポートでは、自分の言葉で、読み手に正しく伝えられる記述・構成ができているかどうか。難解な述語（学術
用語）や、WEB上の曖昧な用語を多用したものが、優れたレポートなどということは決してありません。
③グループワークにおいて、他者の意見を十分に聞き取り・受け止めるとともに、自分の主張も明確に発信し、差異を諒解しつつ共有でき
ているかどうか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　新聞（原則として「紙媒体」のもの）によく目を通してください。自宅で購読していない場合でも、大学図書館などで読むことが可能で
す。大量の情報が高速で流れ去るＷＥＢ情報・ＳＮＳ情報だけに依存することなく、テレビやラジオのニュース番組や討論番組などにも気
を配り、教育課程だけではなく教育に関する動向に敏感であってください。特に、2017年には小学校と中学校の「学習指導要領」が改訂さ
れ、2018年は高等学校の「学習指導要領」の改訂がされたばかりの時期です。教科書も新しいものになっていきます。文部科学省のホーム
ページにも適宜アクセスして、常に最新情報を入手することに努めてください。
　教職科目は、それぞれに関連性をもっています。既習の科目、現在併行して履修中の科目と結び付け、繋ぎ合わせることで、より深い学
びができる筈です。

テキスト
　［教育課程に関して］山﨑準二編『教育課程　第二版』，学文社，2018年（ＩＳＢＮ978－4－7620－2781－9），1900円＋税　をテキス
トに指定します。高校までの検定教科書ではありませんから、目次の順に授業が展開されるわけではなく、すべての内容を授業で取り上げ
るものでもありませんが、所持していること＝読んで、内容を把握している・必要に応じて検索ができることを前提として、授業を進行さ
せます。
　［特別活動に関して］文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別活動編』,東山書房,2018年,　256円＋税　を授業の
進行に合わせて活用します。
　準テキストとして、文部科学省『中学校学習指導要領』、『高等学校学習指導要領』の総則部分を使用します。いずれにせよ一部の使用
ですので、文部科学省のホームページからアクセスしたもので構いませんので、プリントアウトしたものを用意してください。。

参考書
　授業中に、必要に応じて文献の紹介をしますし、テキストにも参考文献が示されています。積極的に活用してください。その上で、教育
課程に関してより広く・深く理解するために次の2冊は大変役に立ちます。
○田中耕治編『よくわかる教育課程』（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ），ミネルヴァ書房，2011年（ISBN978－4－623－
05144－1），2600円＋税
○日本カリキュラム学会編『現代　カリキュラム事典』，ぎょうせい，2001年（ISBN4‐324－06211－0），8000円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

受講ガイダンス。受講上の注意、成績と評価基準、諸連絡。自己紹介シートの作成。
本科目の単位修得志望者は、必ず初回から出席すること。

配布したレジュメ・プリントを基に、復習を行う。　 ６０分程度を目安に、復
習を行う。

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「教育爆発の時代」−１９６０〜７０年代−

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

人間の成長・発達と教育の役割−社会化−
家庭教育・学校教育、そして「社会（成人）教育」

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

テーマ・概要
１．２１世紀の日本社会は、少子高齢化による人口減少、グローバル化、経済・教育格差の拡大、非正規雇用者の
増加、温暖化などの気候変動、東日本大震災と原発からの放射性物質の放出による甚大な被害、国家対国家間の戦争という枠組み を超え
た武力紛争（テロ）の頻発といった、かって経験したことのない深刻な変化の渦中にあって、将来予測が困難な状況に直 面している。
２．このような時代にあっては、既成の知識を単に覚えるだけでなく、学ぶ喜びという大切な経験や社会のあり様に対して「何故」 と い
う問いを基盤にして、生涯にわたって「自己および社会の幸福を求め主体的に学び続け」、複雑な諸課題に対峙するための 新た な思考と
行為が求められている。
３．本講義では、学生の「社会理解」及び「向社会性」を促すことにも意を配り、卒業後の就職支援のための「キャリアガイダンス」も加
えて講義を行う。

１．現在の社会において、「生涯学習」が求められている理由を理解することができる。
２．生涯学習に関する用語や原理・制度などを正確に理解することができる。
３．生涯学習の誕生から現在に至る歴史とその背景を理解することができる。
４．生涯学習に関わる政策や実践について理解することができる。
５．汎用的な就業力の基盤を身に付けることができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

生涯学習研究

生駒　俊樹

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21891412202

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学校教育の変質と批判

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

生涯教育思想の誕生

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第9回 R・ハッチンスの「学習社会論」−高等教育機関の役割−

第7回

第8回

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

生涯教育と成人教育（アンドラゴギー、andragogy)

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

生涯教育から「生涯学習」へ−ユネスコの取り組み−

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

OECDの「リカレント教育(Recurrent Education)」

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。
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６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第11回

第12回

第13回

日本における「生涯教育」の展開

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律（「生涯学習振興法」）

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

海外の生涯学習−西欧の事例−

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

第10回

６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

海外の生涯学習−アメリカ合衆国−

６０分程度を目安に、復
習を行う。

次回のリアクションペー
パーの作成の準備とし
て、１２０分程度を目安
に講義全体の復習に取り
組む。

第15回

配布したレジュメ・プリントを基に、予習・復習を行う。 ６０分程度を目安に、各
自の理解度に応じて、理
解した場合には予習を、
理解が進まない場合には
復習を重点に取り組む。

生涯学習思想を基盤にして、exclusive（排他的）ではなく、「inclusive（包括的・非排他的）」な、ライフキャリアをデザイ
ンする

次回のリアクションペーパーの作成の
ため、講義全体の復習を行う。

全体のまとめ、リアクションペーパーの作成

リアクションペーパーの作成を通じて、学修の理解度が低い項目については、復習を行う。

第14回
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授業終了後、教室で受け付ける。

授業の方法
まず、前回授業で出された学生のコメント（意見・質問）をパワーポイントで紹介し、前回授業の復習と共に授業内容の共通理解を図る。
次に事前に配布したレジュメを基に発問と学生の応答を繰り返し、双方向的な授業を展開する。毎回の授業の最後に、意見・質問のコメン
トシートを作成させる。そのうえで、随時、課題解決型のグループワークを導入する。

成績評価の方法
１．リアクションペーパーの内容を中心にして（70％）、普段の学習への取り組み・毎講義時のコメントシートの内容（30%）を配慮し
て、平常点で評価する。追試なし。
２．出席は評価のための必要条件。遅刻・早退は、0.5回の出席。遅刻・早退2回で欠席1回と扱う。
３．初回から出席を取るので、必ず出席すること。なお、カードリーダーは使用しない。
４．講義最終日の遅刻・欠席者は、本科目修了の認定不可。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育原理」及び「学校と社会」を先に修得し、「教育史」を併修して受講することが望ましい。

テキスト
特に指定しない。

参考書
『実践　キャリアデザイン−高校・専門学校・大学−』、生駒俊樹編著、ナカニシヤ出版、２，０００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０３８２−５
『キャリアデザイン支援と職業学習』、生駒俊樹・梅澤正、ナカニシヤ出版、２，７００円＋税、
ＩＳＢＮ９７８−４−７７９５−０７７０−０

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容、進め方、授業への参加の仕方、予習・復習の仕方等を解説する。
・今日の国語教育の現状・課題について理解を深める。

【予習】テキスト『新しい国語科指導法・五訂版】の「まえがき」を熟読しておくこと。
・中学校と高校の国語の授業を想起し評価できるようにしておくこと。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

国語教育の目的について学修する。
課題レポート（第１回）を出す

【予習】テキスト第１章第２節（P１３〜２０）を熟読しておくこと。 ４０

ことばの発達（話しことばと書きことば）について学修する。

【予習】テキスト第１章（P５〜１２）を熟読しておくこと。 60

テーマ・概要
　国語教育の目的、内容、方法、変遷、日本語の特質などを学習指導要領やテキストなどを資料に考察するとともに、「読むこと」「書く
こと」「話すこと・聞くこと」、「国語の特質」などの各教材の素材研究、分析の方法について基礎的な力量を養う。

１．話しことばと書きことばの発達について考察し、国語教育の意義について理解する。
２．戦後の主要な国語教育理論と指導要領の変遷を考察し、今日の国語教育の在り方について考えを持つ。
３、国語の指導目標・内容、指導方法について領域別に理解できるようになる。
４、文種ごとに教科書教材を分析し、教材研究の方法や手順が分かるようになる。
５、発問や助言などの指導言の打ち方、教師の立ち位置、振る舞い、板書などの基礎的な方法を考察する。

到達目標

授業の計画と準備学修

国語科教育法Ｉ

高橋　喜代治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413301

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

国語教育の変遷（について学修する。
・学習指導要領の変遷と背景
・国語教育実践の変遷と理論
・課題レポート（第１回）の評価・解説

【予習】テキスト第１章第３節（P２１〜３０）を熟読しておくこと。

課題レポート（第１回）に取り組む

１２０

国語教育の内容と方法について学修する。
・音声言語の指導の意味
・音声言語指導の課題と方法
課題レポート（第２階）を出す

４０

【予習】配布資料（小説教材）を熟読しておくこと。 ８０

第9回 物語・小説の教材分析と指導案を学修する。
・四部構想と三読法（構造よみ・形象よみ・吟味よみ）

第7回

第8回

【予習】テキスト第２章第1節（P３９〜４６）を熟読しておくこと

国語科教育の内容と方法を学修する。
・文学作品（物語・小説・詩）の教科内容
・教科内容と授業の実際

【予習】テキスト第２章第２節（P４７〜５５）を熟読しておくこと。

課題レポート（第２回）に取り組む

１２０

国語科教育の内容と方法を学修する。
・説明的文章指導の指導過程
・説明的文章指導とメディアリテラシー
・課題（第２回）の評価・解説

60

【予習】テキスト第２章第３節（P５６〜６３）を熟読しておくこと。 ５０

国語科教育の内容と方法を学修する。
・伝統的な言語文化と国語の特質・母語

【予習】テキスト第2章第５節（P７２〜８０）を熟読しておくこと。
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60

第11回

第12回

第13回

物語・小説の指導方法と指導案を学修する。
・指導構想と全体計画および展開案の作り方

【予習】配布資料（小説教材）を熟読し、指導構想を考えておくこと。

説明的文章の指導方法と指導案を学修する。
・説明的文章の三部構造と三読法(構造よみ・論理よみ・吟味よみ）

【予習】配布資料（中学校説明文教材）を熟読しておくこと。

説明的文章の指導方法と指導案を学修する。
・指導構想と全体指導計画および展開案の作り方
課題レポート（第３回）を出す。

【予習】配布資料（中学校説明文教材）を熟読し、三読法の指導構想を考えておくこと。

80

第10回

60

古典の指導方法を学修する。
・古文の教材研究の仕方と指導案の作成法
課題レポート（第３回）の解説

60

60

第15回

【予習】配布資料（古典教材】を熟読し、古語や時代背景などを調べておくこと。 80

授業の方法と技術を学修する。
・指導言の機能と形態　　・発問、助言と評価

【予習】テキスト第４章第３節（１２９〜１３４）を熟読しておくこと。

実際の授業から授業の方法を学修する。
・実際の国語の授業ビデオを見て、これまでのj学修の振り返りをする。

【予習】国語の授業ビデオの教材と指導案を熟読しておくこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
授業は１回〜２回は講義中心、第３回〜第１４回は講義とグループ討論を中心におこなう。第１５回はビデオを見て質疑の形でおこなう。
授業に関連した課題を出す（３回）ので、学生はレポートを作成し提出すること。

成績評価の方法
課題レポート（３回：３０％）　　授業レスポンス紙（毎回：７０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
次の点に着目し、その達成具合で評価する。
①ことばの発達と国語教育について理解しているか。
②戦後の国語教育と指導要領（国語）の変遷について理解しているか
③国語教育の目的・内容、教材研究の方法、指導案について理解しているか
④国語の授業の方法と技術について基礎的な理解ができているか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　国語科教育法ⅱ、ⅲ、Ⅳを履修するためには、当科目の習得が必須となる。

テキスト
『新しい国語科教育法・五訂版』、柴田義松・阿部昇・鶴田清司編著、学文社
『中学校学習指導要領解説・国語編』、文部科学省

参考書
『文章吟味力を鍛えるー教科書・メディア・総合の吟味』、阿部　昇、明治図書　
『本質がわかる国語の授業』、柴田義松監修・高橋喜代治編著、日本標準
『国語力をつける説明文・論説文の「読み」の授業』　「読み」の授業研究会編　明治図書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１．　国語教育の目的と教科内容の概要（１）

配布資料の復習 ６０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

３．　小説教材の教材研究と指導法（１）

配布資料の復習
次週の教材を読む

６０分

２．　国語教育の目的と教科内容の概要（２）

配布資料の復習
次週の教材を読む

６０分

テーマ・概要
国語は他の教科の基礎学力として重要視される一方で、実に様々な方法論が提唱され、少なくない教師を「どのように教えたら良いのか」
と悩ませる教科である。国語教育は、教材となる個々の文章内容を理解させて終わるものではない。文章を読解する方法を教え、他の未知
の文章を自分で読み解いていく力を養うことが重要である。主体的に文章を読み、自らを表現していける生徒を育てる国語教育の方法を学
ぶ。

１．国語教育の教材の特性に応じた授業方法・技術を知り、応用できるようになる。
２．教材研究の方法を知り、実際に分析が出来るようになる。
３．模擬授業を行い、授業分析の力、及び、授業遂行の力を養う。

到達目標

授業の計画と準備学修

国語科教育法II

杉山　明信

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413302

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

４．　小説教材の教材研究と指導法（２）

配布資料の復習
次週の教材を読む

６０分

５．　詩教材の教材研究と指導法（１）

６０分

配布資料の復習 ９０分

第9回 ９．　古典教材の教材研究と指導法（２）

第7回

第8回

配布資料の復習
次週の教材を読む

６．　説明的文章教材の教材研究と指導法（１）

配布資料の復習
次週の教材を読む

６０分

７．　説明的文章教材の教材研究と指導法（２）

９０分

配布資料の復習
次週の教材を読む

６０分

８．　古典教材の教材研究と指導法（１）

配布資料の復習
次週の教材を読む
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１２０分

第11回

第12回

第13回

１０．授業計画の方法と模擬授業準備（１）

配布資料の復習
模擬授業用教材の研究

１１．授業計画の方法と模擬授業準備（２）

模擬授業用教材の研究
模擬授業指導計画の考案

１２．模擬授業と授業分析（１）

模擬授業用教材の研究
模擬授業指導計画の考案

１２０分

第10回

１２０分

１３．模擬授業と授業分析（２）

１２０分

１２０分

第15回

模擬授業用教材の研究
模擬授業指導計画の考案

１２０分

１４．模擬授業と授業分析（３）

模擬授業用教材の研究
模擬授業指導計画の考案

１５．総括

指導方法、模擬授業の総復習

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
中学・高校の国語教材を用いて、教材分析、授業計画立案、授業実践のポイントを学ぶ。実際に授業案を作成し、それに従って模擬授業も
行なうなど、実践的な学習を行なう。

成績評価の方法
授業中の様々な実習への取り組みの様子によって評価する。模擬授業に関する指導案レポートなども評価の対象とする。出席は必要条件。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国語科教育法Iの単位を修得済であること。

テキスト
特に定めない。必要な資料は、授業中適宜配布する。

参考書
「国語授業の改革」シリーズ１～１８　杉山明信・他（共著）　　学文社 　2,300円程度

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業全体像、進め方、授業への参加の仕方、成績評価、テキスト、予習・復習について説明する。
・今日の国語教育の現状と実践的な課題について理解する。

【予習】中学校、高校で受けた国語の授業について報告できるように想起しておくこと。テキスト（新
しい国語科の指導法）の第６章を熟読しておくこと。

【復習】この授業でどんな学びをしていくのか、ガイダンスを参考にして確認すること。

70

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教材研究と指導案の作成２
文学教材を使って協同で指導案を作成し、指導案作成の力量を養う。

【予習】指定された文学教材を熟読し、指導構想を考えておくこと。 80

教材研究と指導案の作成１
説明文教材を使って協同で教材研究をおこない、教材研究の方法・力量を養う。

【予習】指定された説明文教材を熟読し、構造分析をしておくこと。 80

テーマ・概要
　生徒たちが国語の授業に楽しく参加し、言葉の力をつけ、リテラシー能力を養うことができる国語科（中学校教材中心）の指導力を模擬
授業を通して養う。様々な教科書教材を取り上げ、教材研究・分析の方法、指導案の作り方、助言の打ち方、学習集団の指導法や討論の仕
方などを身につける。教師になって現場で役立つ指導力を養うために、国語の授業開き、単元全体の指導構想、各時間の指導案（細案）が
作れるようになる。

１．実践可能な国語科の学習指導計画案（単元目標・教材価値・全体学習計画・授業展開案）が書ける。
２．教材から、話し方・聞き方・書き方・読み方の教科内容が取り出せる。
３．学び方（特に学習集団、討論）の指導方法・技術が分かる。
４．教師の指導のもとに、みんなで分かり合う国語の授業の学びについて考えられる。
５．言葉による見方・考え方を働かせた授業構想ができるか。

到達目標

授業の計画と準備学修

国語科教育法III

高橋　喜代治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413303

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

教材研究と指導案の作成３
古典を教材を使って協同で指導案を作成し、指導案作成の力量を養う。

【予習】指定された古典教材を熟読し指導構想を考えておくこと。 80

教材研究と指導案の作成４
ことばの特質教材を使って共同で指導案を作成し、指導案作成の力量を養う。

80

【予習】模擬授業４の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

30

30

第9回 模擬授業と検討４
模擬授業（説明的文章・５０分）をおこない、検討しあい（30分）、授業力と授業評価の力を養う。

第7回

第8回

【予習】指定された教材を熟読し指導構想を考えておくこと。

模擬授業と検討１
模擬授業（ことばの特質・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）、授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業１の教材について熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

30

30

模擬授業と検討２
模擬授業（説明的文章・５０分）をおこない、検討しあい(30分）、授業力と授業評価の力を養う。

30

30

【予習】模擬授業２の教材について熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

30

30

模擬授業と検討３
模擬授業（説明的文章・５０分）をおこない、検討しあい、授業力と授業評価の力量を養う。

【予習】模擬授業３の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。
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30

30

第11回

第12回

第13回

模擬授業と検討５
模擬授業（小説・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業５の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

模擬授業と検討６
模擬授業（小説・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業６の教材をを熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

模擬授業と検討７
模擬授業（小説・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業７の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

30

30

第10回

30

30

模擬授業と検討８
模擬授業（古典・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）、授業力と授業評価の力を養う。

60

30

30

第15回

【予習】模擬授業８の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

30
30

模擬授業と検討９
模擬授業（古典・３０分×２人）をおこない、検討しあい（３０分）、授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業９の教材文を熟読しておくこと。
【復習】検討会の論議をふまえ、本日の模擬授業の評価文を書くこと。

模擬授業と検討・まとめ
ビデオによる授業検討（これまでおこなわれた模擬授業のいずれかをビデオで検討し合い、授業力と授業評価の力を養う・ス
トップモーション手法による検討をおこなう）

【予習】ビデオによる模擬授業の教材文を熟読しておくこと。また、「ストップモーションによる授業
検討」について、その方法や効果について調べ説明できるようにしておくこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
実際に行われている学校現場の国語の教材や授業記録（教科書教材、指導案、ビデオ）を使い、教材分析や模擬授業、授業検討を行う。教
材分析、指導案づくりは協同で取り組む。模擬授業は全員が一回（５０分）でおこなうが、履修する学生の人数により、臨機応変に対応す
る。模擬授業の指導案については、単元全体の指導計画と展開案を課す。各模擬授業については検討会をおこない、その検討をふまえ「授
業コメント文」を課し授業を評価する観点を養う。

成績評価の方法
模擬授業の内容（各自１回：４０％）、模擬授業の指導計画案（各自１回：３０％）、模擬授業のコメント文（各模擬授業回数：３０％）
を基本とするが、授業検討会などでの発言の内容も加味する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
 次の点に着目し、その達成度により評価する。
・国語の確かな力をつけられることを意図した学習指導計画案が作成できているか。
・国語の学力と学び方が養えることを意図した模擬授業ができているか。
・授業を評価する観点や方法を理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国語科教育法I、国語科教育法ⅱ　国語科教育法ⅳ

テキスト
中学校学習指導要領国語編解説 (文部科学省)
他に必要に応じて講義ごとにプリント資料を渡す

参考書
　『文章吟味力を鍛える』　阿部昇（明治図書）　2,000円　
　『本質がわかる国語の授業・説明的文章』　高橋喜代治　編著（日本標準）　1,600円

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・本授業の見通しをつくる。進め方、授業への参加の仕方、予習・復習などについて説明する。
・今日の国語教育の現状と実践的な課題について理解する。

【予習】中学校、高校で受けた国語の授業について報告できるように想起しておくこと。 ２０

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

協同教材・指導案研究２
実際の指導案（説明的文章）を協同で検討する。

【予習】　該当指導案の熟読

[復習]　協同検討のまとめを書く

４０

４０

協同教材・指導案研究１
実際の指導案（文学作品指導）を協同で検討する。

【予習】　該当指導案の熟読

[復習]　協同検討のまとめを書く

４０

４０

テーマ・概要
主体的・対話的で深い学びの国語の授業を目指し、教材研究の方法、授業構想、指導目標の立て方、指導過程、展開案作成の力量を身につ
ける。特に言葉による見方・考え方を働かせる教材研究（素材分析と調査の方法）ができることを目指す。

１、教科書教材のジャンル別の教材研究の方法が理解できる。
２、教えるべき言葉の力（教科内容）、教材内容、教育内容が理解できる。
３、国語科の学習指導計画案（単元目標・教材価値・全体学習計画・授業展開案再案、板書案）が書ける。
４、学び方（特に学習集団、討論）の指導方法・技術が分かる。
５、効果的な授業資料が作成でき、有効な教具が使える。

到達目標

授業の計画と準備学修

国語科教育法IV

高橋　喜代治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413304

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

協同教材・指導案研究３
実際の指導案（古典）を協同で検討する。

【予習】　該当指導案の熟読

[復習]　協同検討のまとめを書く

４０

４０

協同教材・指導案研究４
実際の指導案（古典）を協同で検討する。

４０

４０

【予習】　模擬授業の教材文を熟読

【復習】　模擬授業の評価文を書く

30

30

第9回 模擬授業と検討１
模擬授業（説明的文章・50分）をおこない、検討しあい（30分）、授業力と授業評価の力を養う。

第7回

第8回

【予習】　該当指導案の熟読

[復習]　協同検討のまとめを書く

協同教材・指導案研究５
実際の指導案（ことばの特質教材）を協同で検討する。

【予習】　該当指導案の熟読

[復習]　協同検討のまとめを書く

４０

４０

模擬授業準備
模擬授業のための教材研究

30

30

【予習】　模擬授業教材について熟読

【復習】　検討の論議をまとめる

30

30

模擬授業準備
模擬授業のための指導案検討

【予習】　模擬授業指導案について原案を準備
【復習】　検討した論議をまとめる
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30

30

第11回

第12回

第13回

模擬授業と検討２
模擬授業（小説・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】　模擬授業の教材文を熟読

【復習】　模擬授業の評価文を書くこと

模擬授業と検討３
模擬授業（古典・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】模擬授業の教材をを熟読

【復習】模擬授業の評価文を書く

模擬授業と検討４
模擬授業（言葉の特質・50分））をおこない、検討しあい（３０分）授業力と授業評価の力を養う。

【予習】　模擬授業の教材文を熟読

【復習】　模擬授業の評価文を書く

30

30

第10回

３０

３０

模擬授業と検討５
模擬授業（評論文・５０分）をおこない、検討しあい（３０分）、授業力と授業評価の力を養う。

６０

３０

３０

第15回

【予習】　模擬授業の教材文を熟読

【復習】　模擬授業の評価文を書く

３０

３０

模擬授業と検討６
模擬授業（５０分）をおこない、検討しあい（３０分）、授業力と授業評価の力を養う。

【予習】　模擬授業の教材文を熟読

【復習】　模擬授業の評価文を書く

模擬授業と検討・まとめ
ビデオによる授業検討（これまでおこなわれた模擬授業のいずれかをビデオで検討し合い、授業力と授業評価の力を養う・ス
トップモーション手法による検討をおこなう）

【予習】ビデオによる模擬授業の教材文を熟読しておくこと。また、「ストップモーションによる授業
検討」について、その方法や効果について調べ説明できるようにしておくこと。

第14回
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授業終了後に教室で受け付ける。

授業の方法
　実際に行われている学校現場の国語の教材や授業記録（教科書教材、指導案、ビデオ）を検討する。これを踏まえ教材分析や模擬授業、
授業検討を行う。教材分析、指導案づくりは協同で取り組む。模擬授業は全員が一回（５０分）でおこなうが、２人で分担することもあ
る。模擬授業の指導案については、単元全体の指導計画と展開案、資料、板書案を課し、個別に指導する。
　各模擬授業については検討会をおこない、その検討をふまえ「授業評価文」を課し授業を評価する観点を確認する。

成績評価の方法
・教材研究の発表の内容（６０％）模擬授業の出来具合（３０％）
・授業検討の発言内容（１０％）

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
 次の点に着目し、その達成度により評価する。
・言葉による見方・考え方を働かせるための素材研究ができているか。
・国語の確かな力をつけられることを意図した学習指導計画案が作成できているか。
・ことばの力とその学び方が養えることを意図した模擬授業ができているか。
・授業を評価する観点や方法を理解できているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国語科教育法I、国語科教育法II、国語科教育法III

テキスト
講義ごとに、資料を渡す

参考書
　『文章吟味力を鍛える』　阿部昇（明治図書）　
　『国語力をつける説明文・論説文の「読み」の授業』　「読み」の授業研究会（明治図書）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに　
授業内容、模擬授業の進め方を説明する。

〔予習〕シラバスをよく読んで、授業の内容目的、到達目標を確認し、模擬授業の課題を考える。
〔復習〕授業の内容、目的、到達目標を確認し、模擬授業の準備をすすめる。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

中学社会科の指導法１
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

中学社会科の内容
中学生の発達段階を踏まえ学習指導における中学社会科の位置と特徴をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

テーマ・概要
「社会科・地理歴史科教育法」および「社会科・公民科教育法」の授業を前提とし、授業づくりの実例を示すとともに、受講生全員が学習
指導案を作成して模擬授業をおこない、学習指導案づくりと授業をおこなう力量を養うことをテーマとします。

中学社会科の授業にむけて、以下の三点を到達目標とします。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できる。
②授業研究にもとづき学習指導案を作成できる。
③学習指導案にもとづいて的確な模擬授業ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会科教育法Ａ

大町　健

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413311

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

中学社会科の指導法2
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第9回 受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

第7回

第8回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。
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120分

第11回

第12回

第13回

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が終
わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第10回

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

120分

第15回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

まとめ
模擬授業の講評を行い、レポートと学習指導案を集め、授業の到達点を確認する。

〔予習〕授業内容について確認し、レポート・学習指導案を仕上げる。
〔復習〕提出したレポート・学習指導案を振り返り、自らの到達点を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
初回〜第４回までの授業は、資料プリントを配布し、板書をしながら講義します。初回の授業では、第５回以降の授業で行う模擬授業の
テーマを提出してもらいます。その後、模擬授業の三週間前から、教材研究、授業研究をおこない、学習指導案を作成するため月曜日・水
曜日・金曜日の昼休みに、個別の指導・援助を行います。学習指導案を仕上げて練習し、授業で模擬授業を行います。模擬授業に関するレ
ポートと、模擬授業をふまえてアップデートした学習指導案を提出してもらいます。また、他の学生の模擬授業への意見の提出を求めま
す。

成績評価の方法
毎時間ごとに提出する意見・質問20％、模擬授業の内容40％、学期末に提出するレポート・学習指導案40％によって評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。さらに到達目標に基づいて以下の点に着目して評価します。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できるか。
②授業研究にもとづき学習指導案を作成できたか。
③学習指導案にもとづいて的確な模擬授業ができたか。
④他の学生の模擬授業を正確に把握し意見をもっているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育方法論（社会・地歴・公民）」のほか、「社会科・地理歴史科教育法」もしくは「社会科・公民科教育法」を修得済であることが必
須要件。なお、国際文化学科、現代社会学科では学科指定の必須要件科目があるので要注意。

テキスト
特になし。

参考書
授業で随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業課題と授業の進め方について

中学校「社会」の教科書に一通り目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教材研究と指導案作成

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

中学校社会科の内容

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

テーマ・概要
「中学校学習指導要領解説　社会編」に基づいて公民領域の学習指導案を作成し、模擬授業を行うことで、授業を行うための基礎力を養成
する。

・学習指導要領における理解目標、態度能力目標、技能目標を理解する。
・指導案を書くことができる。
・指導案に基づいて、板書計画をたて、授業用資料を準備し、模擬授業を展開できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会科教育法Ｂ

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413312

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

模擬授業と検討
私たちの生活と文化

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代社会の見方や考え方

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第9回 模擬授業と検討
国の政治の仕組み

第7回

第8回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
人権と日本国憲法

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
人権と共生社会

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代の民主政治

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。
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90
90

第11回

第12回

第13回

模擬授業と検討
生産と労働

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
価格の動きと金融

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
政府の役割と国民の福祉

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第10回

90
90

模擬授業と検討
国際社会の仕組み

90
90

90
90

第15回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
様々な国際問題

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

まとめ

自身の模擬授業の省察
指導案の作り直し

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
指導案、板書計画、授業ノートを各自で作成し、全員が必ず模擬授業をおこなう。
状況に応じて講義内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
模擬授業　20％　指導案　60％　模擬授業検討時における意見　20％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「社会科・地理歴史科教育法」もしくは「社会科・公民科教育法」を修得済みであること。

テキスト
文部科学省「中学校学習指導要領解説　社会編」日本文教出版

参考書
「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　中学校　社会」国立教育政策研究所

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに
授業内容、進め方、予習復習の仕方を説明する。

〔予習〕シラバスをよく読んで、授業の内容目的、到達目標を確認する。
〔復習〕授業の内容、目的、到達目標を確認する。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

指導要領と学力論争　
　　
　
新学力観の目的・内容とその後の学力論争を学ぶ。

〔予習〕社会科の学力についての参考文献を読み、意見をもつ。
〔復習〕授業の内容を踏まえて改めて社会科の学力について考える。

60分

社会科・地理歴史科の歴史と指導要領　
　
社会科・地歴科設置の経緯と総合社会科の歴史を学ぶ。

〔予習〕社会科地理歴史科の学力についての参考文献を読み、意見をもつ。
〔復習〕授業の内容を踏まえて改めて社会科・地理歴史科の学力について考える。

60分

テーマ・概要
中学社会科・高校地理歴史科の歴史をたどり、その内容、目標、学力及び授業法をめぐる議論を取り上げ、社会科・地歴科教育の内容、課
題を考えることを第一のテーマとします。そのことを踏まえて、授業と学習指導案作り具体的な検討のなかで、授業準備と学習指導案作り
の実際を学び、３年次での社会科教育法・地理歴史科教育法での模擬授業に向けての学習指導案作りを授業の第二のテーマとします。

中学社会科、高校地理歴史科の授業にむけて、以下の二点を到達目標とします。
（１）中学社会科・高校地理歴史科教育をめぐる学力と内容、課題を理解し、自らの意見を論述できる。
（２）社会科地理歴史科の学習指導案を作成できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会科・地理歴史科教育法

大町　健

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413313

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

社会科の学力をめぐる議論 
基礎的知識か思考力・意見の形成か、討論する。

〔予習〕社会科の学力についての参考文献を読み、意見をもつ。
〔復習〕授業の内容を踏まえて改めて社会科の学力について考える。

60分

社会科・地理歴史科の授業をめぐる議論　
楽しくわかる授業や討論授業について討論する

60分

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案作成に向けて教材研究をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成に向けて教材研究をすすめる。

90分

第9回 学習指導案づくり（中学社会）1
中学社会（地理的分野）の授業を行い、それがどのような学習指導案にもとづくかを学ぶ。

第7回

第8回

〔予習〕社会科・地理歴史科の授業についての参考文献を読み、意見をもつ。
〔復習〕授業の内容を踏まえて改めて社会科・地理歴史科の授業について考える。

社会科地理歴史科の学力と授業の考え方　
目指す学力と授業の構成のついての私案を示す。
社会科地理歴史科の学力と授業についてのレポート提出。

〔予習〕社会科地理歴史科の学力と授業についての参考文献を読み、意見をもちレポートを作成する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて改めて社会科・地理歴史科の授業について考え、社会科・地理歴史科の
学力と授業についてのレポートをまとめる。

120分

学習指導案とは
指導案を構成する項目の内容と狙いを学ぶ。

90分

〔予習〕社会科・地理歴史科の指導案の題材を考える。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、指導案の内容を考える。

90分

学習指導案作成に向けた教材研究と授業研究
具体的な授業例から授業内容の検討である教材研究と授業の構成の仕方の検討である授業研究の内容を検討する。学習指導案の
題材を提出。

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案の題材を考える。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成に向けて教材研究をすすめる。
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90分

第11回

第12回

第13回

学習指導案づくり（中学社会）2
前回の授業の学習指導案作成のためにどのような教材研究と授業研究が必要であるか学ぶ。

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案作成に向けて教材研究・をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成に向けて教材研究をすすめる。

学習指導案づくりに向けた教材研究
学習指導案作成に向けた教材研究の現状を報告し、検討する。

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案作成に向けて教材研究をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成をすすめる。

学習指導案づくり（高校地歴）1
高校地歴（日本史）の授業を行いそれがどのような学習指導案にもとづくか学ぶ。

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案作成をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成をすすめる。

90分

第10回

90分

指導案づくり（高校地歴）2
前回の授業の学習指導案作成のためにどのような教材研究と授業研究が必要であるか学ぶ。指導案づくり

60分

120分

第15回

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指導案作成をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案作成をすすめる。

120分

学習指導案作成に向けた授業研究、学習指導案作成
学習指導案作成に向けた授業研究と学習指導案作成の現状を報告し、検討する。

〔予習〕社会科・地理歴史科の学習指案作成をすすめる。
〔復習〕授業の内容を踏まえて、学習指導案を仕上げる。

まとめ
社会科の学力と授業をめぐる論争をまとめて、学習指導案づくりでの注意点を確認する

〔予習〕提出した学習指導案を仕上げる。
〔復習〕自らの到達点を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
資料プリントを配布し、板書しながら講義します。また授業のなかで質問・意見を求めます。授業毎に意見・質問を書いてもらいます。授
業の最後に全員がレポートとともに学習指導案を作成することを課題とします。

成績評価の方法
毎時間ごとに提出する意見・質問30%、学期途中に提出するレポート35%、学期末に提出する学習指導案35%によって評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。さらに到達目標に基づいて以下の点に着目して評価します。
（１）中学社会科・高校地理歴史科教育をめぐる学力と内容、課題を理解し、自らの意見を論述できるか。
（２）中学社会科・高校地理歴史科の学習指導案を作成できるか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
当科目は「社会科教育法」および「地理歴史科教育法」（３年次開講）の前提科目です。

テキスト
特になし

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに
授業内容、模擬授業の進め方を説明する。

〔予習〕シラバスをよく読んで、授業の内容目的、到達目標を確認し、模擬授業の課題を考える。
〔復習〕授業の内容、目的、到達目標を確認し、模擬授業の準備をすすめる。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

高校地理歴史科の指導法１
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

高校地理歴史科の内容
高校生の発達段階を踏まえ学習指導における高校地理歴史科の位置と特徴をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて指導案を修正する。

120分

テーマ・概要
２年次における社会科・地理歴史科教育法における学力と授業法の授業を前提とし、授業と学習指導案づくりの実際例を示すとともに、受
講生全員が一人一人、指導案を作成して、模擬授業をおこない、学習指導案作りと授業をおこなう力量を養うことをテーマとします。

高等学校地理歴史科の授業に向けて以下の三点を到達目標とします。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できる。
②授業研究にもとづき学習指導案を作成できる。
③指導案にもとづいて的確な模擬授業ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

地理歴史科教育法 ａ

大町　健

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413314

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

高校地理歴史科の指導法2
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第9回 受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

第7回

第8回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。
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120分

第11回

第12回

第13回

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が終
わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が終
わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第10回

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

120分

第15回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。

まとめ
模擬授業の講評を行い、レポートと学習指導案を集め、授業の到達点を確認する。

〔予習〕授業内容について確認し、レポート・学習指導案を仕上げる。
〔復習〕提出したレポート・学習指導案を振り返り、自らの到達点を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
初回〜第４回までの授業は、資料プリントを配布し、板書をしながら講義します。初回の授業では、第５回以降の授業で行う模擬授業の
テーマを提出してもらいます。その後、模擬授業の三週間前から、教材研究、授業研究をおこない、学習指導案を作成するため月曜日・水
曜日・金曜日の昼休みに、個別の指導・援助を行います。学習指導案を仕上げて練習し、授業で模擬授業を行います。模擬授業に関するレ
ポートと、模擬授業をふまえてアップデートした学習指導案を提出してもらいます。また、他の学生の模擬授業への意見の提出を求めま
す。

成績評価の方法
毎時間ごとに提出する意見・質問20％、模擬授業の内容40％、学期末に提出するレポート・学習指導案40％によって評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。さらに到達目標に基づいて以下の点に着目して評価します。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できているか。
②授業研究にもとづき指導案を作成できたか。
③指導案にもとづいて的確な模擬授業ができたか。
④他の学生の模擬授業を正確に把握し意見をもっているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育方法研究a・b」のほか、２年次配当の「社会科・地理歴史科教育法」での指導案作成を前提とします。「社会科・地理歴史科教育
法」もしくは「社会科・公民科教育法」が修得済であることが必須要件ですが、「社会科・地理歴史科教育法」の単位が修得済であること
が望まれます。　また国際文化学科、現代社会文化学科では学科が指定する科目を修得しておくことが必須要件となっています。

テキスト
特になし

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

はじめに
授業内容、模擬授業の進め方を説明する。

〔予習〕シラバスをよく読んで、授業の内容目的、到達目標を確認し、模擬授業の課題を考える。
〔復習〕授業の内容、目的、到達目標を確認し、模擬授業の準備をすすめる。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

高校地理歴史科の指導法１
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

高校地理歴史科の内容
高校生の発達段階を踏まえ学習指導における高校地理歴史科の位置と特徴をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて指導案を修正する。

120分

テーマ・概要
２年次における社会科・地理歴史科教育法における学力と授業法の授業を前提とし、授業と学習指導案づくりの実際例を示すとともに、受
講生全員が一人一人、指導案を作成して、模擬授業をおこない、学習指導案作りと授業をおこなう力量を養うことをテーマとします。

高等学校地理歴史科の授業に向けて以下の三点を到達目標とします。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できる。
②授業研究にもとづき学習指導案を作成できる。
③指導案にもとづいて的確な模擬授業ができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

地理歴史科教育法 ｂ

大町　健

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413314

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

高校地理歴史科の指導法2
実際の授業をとおして、学習指導案づくりにおける教材研究と授業研究をまなぶ。

〔予習〕模擬授業の準備を進め、順番に学習指導案を提出する。
〔復習〕授業の内容を踏まえて学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第9回 受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

第7回

第8回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。
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120分

第11回

第12回

第13回

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が終
わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が終
わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

第10回

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

120分

120分

第15回

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、学習指導案を修正する。

120分

受講生による模擬授業
受講生が模擬授業をおこない、内容を検討する

〔準備学修〕模擬授業に向けて学習指導案を作成し、指導を受け、模擬授業の練習をする。模擬授業が
終わった者は、レポートを作成し、指導案を修正する。

まとめ
模擬授業の講評を行い、レポートと学習指導案を集め、授業の到達点を確認する。

〔予習〕授業内容について確認し、レポート・学習指導案を仕上げる。
〔復習〕提出したレポート・学習指導案を振り返り、自らの到達点を確認する。

第14回
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ポータルサイトで周知します。

授業の方法
初回〜第４回までの授業は、資料プリントを配布し、板書をしながら講義します。初回の授業では、第５回以降の授業で行う模擬授業の
テーマを提出してもらいます。その後、模擬授業の三週間前から、教材研究、授業研究をおこない、学習指導案を作成するため月曜日・水
曜日・金曜日の昼休みに、個別の指導・援助を行います。学習指導案を仕上げて練習し、授業で模擬授業を行います。模擬授業に関するレ
ポートと、模擬授業をふまえてアップデートした学習指導案を提出してもらいます。また、他の学生の模擬授業への意見の提出を求めま
す。

成績評価の方法
毎時間ごとに提出する意見・質問20％、模擬授業の内容40％、学期末に提出するレポート・学習指導案40％によって評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。さらに到達目標に基づいて以下の点に着目して評価します。
①教材研究をおこなって授業内容・授業目標を理解把握できているか。
②授業研究にもとづき指導案を作成できたか。
③指導案にもとづいて的確な模擬授業ができたか。
④他の学生の模擬授業を正確に把握し意見をもっているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育方法研究a・b」のほか、２年次配当の「社会科・地理歴史科教育法」での指導案作成を前提とします。「社会科・地理歴史科教育
法」もしくは「社会科・公民科教育法」が修得済であることが必須要件ですが、「社会科・地理歴史科教育法」の単位が修得済であること
が望まれます。　また国際文化学科、現代社会文化学科では学科が指定する科目を修得しておくことが必須要件となっています。

テキスト
特になし

参考書
授業中に随時指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業内容と授業の進め方について

授業の位置づけを確認する。
中学及び高校公民領域の教科書に目を通す。

30
60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

「私たちと現代社会」目標と内容

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

公民科において育成が目指される資質能力

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

テーマ・概要
中学校社会科及び高校公民科の学習指導要領の目標及び内容を理解する。また、各出版社から出版されている教科書が学習指導要領をどの
ように具体化しようとしているのかを理解する。その理解に基づいて履修者全員が学習指導案を作成し、グループによる模擬授業を行う。

・学習指導要領における目標及び内容、指導上の留意点を理解する。
・学習指導要領への理解に基づいて学習指導案を書くことができる。
・よりよい授業を構想できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

社会科・公民科教育法 ａ

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413315

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

「私たちと現代社会」教材研究

最低3社の教科書の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

「私たちと現代社会」指導案作成

90
90

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第9回 「私たちと経済」指導案作成・発表

第7回

第8回

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

「私たちと現代社会」模擬授業

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

「私たちと経済」目標と内容

90
90

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

「私たちと経済」教材研究

最低3社の教科書の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。
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90
90

第11回

第12回

第13回

「私たちと経済」模擬授業

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

「私たちと政治」目標と内容

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

「私たちと政治」教材研究

最低3社の教科書の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第10回

90
90

「私たちと政治」指導案作成

90
90

90
90

第15回

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

「私たちと政治」模擬授業

学習指導要領の該当箇所に目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

振り返り

自身の模擬授業の省察
指導案の作り直し

第14回

- 2179 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・講義とグループ作業、発表を行う。
・状況に応じて授業内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
グループワークへの積極的な参加　20％　模擬授業　20％　学期末提出の指導案　60％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教育方法研究を履修していることが望ましい。

テキスト
中学校学習指導要領解説　社会編
高等校指導要領解説　公民編

参考書
中学校および高等学校の公民領域の教科書
国立教育政策研究所『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料』
文部科学省『言語活動の充実に関する指導事例集』
一般財団法人日本視聴覚教育協会『教育ICT活用事例集』

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業課題と授業の進め方について

高校「公民」の教科書に一通り目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

模擬授業と検討
現代社会（私たちの生きる社会）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

高校公民科の内容と指導案作成

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

テーマ・概要
「高等学校学習指導要領解説　公民編」に基づいて学習指導案を作成し、模擬授業を行うことで、授業を行うための基礎力を養成する。

・学習指導要領における理解目標、態度能力目標、技能目標を理解する。
・指導案を書くことができる。
・指導案に基づいて、板書計画をたて、授業用資料を準備し、模擬授業を展開できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

公民科教育法 ａ

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413316

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

模擬授業と検討
現代社会（現代の民主政治と政治参加の意義）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代社会（個人の尊重と法の支配）

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第9回 模擬授業と検討
倫理　（国際社会に生きる日本人としての自覚）

第7回

第8回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
現代社会（現代の経済社会と経済活動の在り方）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代社会（国際社会の動向と日本の果たすべき役割）

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
倫理（人間としての自覚）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。
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90
90

第11回

第12回

第13回

模擬授業と検討
倫理（現代に生きる人間の倫理）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
倫理（現代の諸課題と倫理）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
政治・経済（民主政治の基本原理と日本国憲法）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第10回

90
90

模擬授業と検討
政治・経済（現代の国際政治）

90
90

90
90

第15回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
政治・経済（国民経済と国際政治）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

まとめ

自身の模擬授業の省察
指導案の作り直し

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
指導案、板書計画、授業ノートを各自で作成し、全員が必ず模擬授業をおこなう。
状況に応じて講義内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
模擬授業　20％　指導案　60％　模擬授業検討時における意見　20％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「社会科・地理歴史科教育法」もしくは「社会科・公民科教育法」を修得済みであること。

テキスト
文部科学省『高等学校学習指導要領解説　公民編』教育出版

参考書
「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校公民」国立教育政策研究所

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業課題と授業の進め方について

高校「公民」の教科書に一通り目を通す。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

模擬授業と検討
現代社会（私たちの生きる社会）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

高校公民科の内容と指導案作成

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

テーマ・概要
「高等学校学習指導要領解説　公民編」に基づいて学習指導案を作成し、模擬授業を行うことで、授業を行うための基礎力を養成する。

・学習指導要領における理解目標、態度能力目標、技能目標を理解する。
・指導案を書くことができる。
・指導案に基づいて、板書計画をたて、授業用資料を準備し、模擬授業を展開できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

公民科教育法 ｂ

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413316

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

模擬授業と検討
現代社会（現代の民主政治と政治参加の意義）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代社会（個人の尊重と法の支配）

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第9回 模擬授業と検討
倫理　（国際社会に生きる日本人としての自覚）

第7回

第8回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
現代社会（現代の経済社会と経済活動の在り方）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
現代社会（国際社会の動向と日本の果たすべき役割）

90
90

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
倫理（人間としての自覚）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。
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90
90

第11回

第12回

第13回

模擬授業と検討
倫理（現代に生きる人間の倫理）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
倫理（現代の諸課題と倫理）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

模擬授業と検討
政治・経済（民主政治の基本原理と日本国憲法）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

第10回

90
90

模擬授業と検討
政治・経済（現代の国際政治）

90
90

90
90

第15回

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

90
90

模擬授業と検討
政治・経済（国民経済と国際政治）

学習指導要領解説の該当箇所を読んでくる。
授業時に提示した課題を完成させる。

まとめ

自身の模擬授業の省察
指導案の作り直し

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
指導案、板書計画、授業ノートを各自で作成し、全員が必ず模擬授業をおこなう。
状況に応じて講義内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
模擬授業　20％　指導案　60％　模擬授業検討時における意見　20％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「社会科・地理歴史科教育法」もしくは「社会科・公民科教育法」を修得済みであること。

テキスト
文部科学省『高等学校学習指導要領解説　公民編』教育出版

参考書
「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料　高等学校公民」国立教育政策研究所

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエテーション（講義の内容、内容、講義計画、課題、評価方法、参考図書の紹介）

参考図書として提示のあった文献を入手する。 90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

外国語指導法の変遷、英語科教育の目標と進め方

第２回の復習レポート作成
第３回の予習課題

90分

外国語教育の目的と意義、国際共通語としての英語

第１回の復習レポート作成
第２回の予習課題

90分

テーマ・概要
テーマ：日本の英語教育、学習指導要領、生徒の資質・能力を高める英語指導
概要： 受講者は、英語科のカリキュラム/シラバス（学習指導要領（小・中・高）、教科用図書、学習到達目標、年間指導計画、単元計
画、各時間の指導計画等）を学び、小・中・高等学校の英語教育の連携の在り方を検討する。第二言語習得のプロセスを学び、授業指導へ
の活用を考える。外国語（英語）の「５つの領域」や複数の領域を統合した言語活動の指導、及び各領域を支える言語知識の指導について
基本的な知識と技能を身に付ける。学習指導案の作成方法を身に付け、授業を英語で行うための英語表現を習得する。毎回出される予習課
題に取組み、授業内ではグループで発表・議論、全体で討議、模擬授業を行う。

教員採用試験を目指す学生のために、この授業の到達目標は、下記の通りである。
①　中学校及び高等学校の外国語（英語）の学習指導要領について理解し、説明できる。
②　学習指導要領の３つの資質・能力とともに、領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授業時間の指導計画、評価計
画について理解し、説明できる。
③　第二言語習得理論とその活用について理解し、授業指導に生かすことができる。
④　５つの領域（聞くこと、読むこと、話すこと［やり取り・発表］、書くこと）、及び複数の領域を統合した言語活動の指導を理解し、
授業指導に生かすことができる。
⑤　各領域を支える言語知識（音声、文字、語彙・表現、文法）及び異文化理解に関する指導について理解し、授業指導に生かすことがで
きる。
⑥　学習指導案を作成し、英語による模擬授業を行うことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語科教育法Ｉ

斉田　智里

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413371

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学習指導要領外国語・外国語活動（中・高・小）の分析①：目標

第３回の復習レポート作成
第４回の予習課題

90分

学習指導要領外国語・外国語活動（中・高・小）の分析②：内容（言語活動）

90分

第８回の復習レポート作成
第９回の予習課題

90分

第9回 外国語（英語）の教科書、教材研究③：小学校
授業実践事例映像資料視聴③：小学校

第7回

第8回

第４回の復習レポート作成
第５回の予習課題

学習指導要領外国語・外国語活動（中・高・小）の分析③：内容（言語材料）

第５回の復習レポート作成
第６回の予習課題

90分

外国語（英語）の教科書、教材研究①：中学校
授業実践事例映像資料視聴①：中学校

90分

第６回の復習レポート作成
第７回の予習課題

90分

外国語（英語）の教科書、教材研究②：高等学校
授業実践事例映像資料視聴②：高等学校

第７回の復習レポート作成
第８回の予習課題
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90分

第11回

第12回

第13回

第二言語習得プロセスの理解と第二言語習得プロセスに基づく授業指導（中・高）

第９回の復習レポート作成
第１０回の予習課題

学習指導案の作成

第１０回の復習レポート作成
第１１回の予習課題

模擬授業①：導入場面

第１１回の復習レポート作成
第１２回の予習課題

90分

第10回

90分

模擬授業②：練習場面

90分

90分

第15回

第１２回の復習レポート作成
第１３回の予習課題

90分

模擬授業③：展開場面

第１３回の復習レポート作成
第１４回の予習課題

総括、試験

総括の復習、試験結果の分析

第14回
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授業終了後、教室あるいは講師控室にて受け付ける。

授業の方法
毎回出される予習課題に取組み、授業中ではグループで発表・模擬授業を行い、全体で討議を行う。
毎回の授業内容をレポート形式でまとめ理解を深める。
秋の英語教育関連の学会や団体の研究大会に参加をする。

成績評価の方法
＊出席は必要条件とする。
毎回の課題実施状況、授業における発表及び評価実習への取組、試験の総合評価

成績評価の基準
予習課題実施状況・復習レポート（20%)
発表及び実習（40%)
試験（40％）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
中学校学習指導要領解説　外国語編（平成29年7月　文部科学省）
高等学校学習指導要領解説　外国語編（平成30年3月　文部科学省）
小学校学習指導要領解説　外国語編・外国語活動編（平成29年7月　文部科学省）
酒井英樹・廣森友人・吉田達弘（編）『「学ぶ・教える・考える」ための実践的英語科教育法』 東京：大修館書店 （2400円＋税）

参考書
・　高梨庸雄・高橋正夫　（編著）　（2012）．『新・英語教育学概論(改訂版)』　東京：金星堂．（3600円＋税）
・　小学校・中学校・高等学校の外国語・外国語活動の教科用図書、教材
・　必要に応じて適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業内容を説明し、模擬授業の割り当てを決める。
英語教授法・モデル授業観察 (DVD)
(Audio-Lingual Method)

Larsen-Freemanの第2章と第4章を読んでくる。 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

英語教授法・TPRについてのディスカッション
モデル授業観察（DVD)、
(Desuggestopedia)

Larsen-Freemanの第8章を読み、復習する。 90

英語教授法・Audio-lingual Methodについてのディスカッション
Grammar-Translation methodについてのディスカッション
モデル授業観察（DVD)、
(TPR)

Larsen-Freemanの第2章と第4章の復習をする。 90

テーマ・概要
この授業のテーマは、「日本の風土に合った教授法の模索」である。中学校及び高等学校の英語教員資格取得を目指している学生のための
クラスであり、「英語科教育法I」に引き続き、教授法の関する実践方法、教材や評価についての基本的知識を学ぶ。また、日本の風土に
合った指導法の必要性という観点から、理論面と授業実践とのギャップを把握し、教育実践現場での問題点に対して具体的な解決法を模索
する場を提供するものである。

日本の英語学習者の英語能力を伸ばすことのできる知識と技術を身につけるために、この授業の到達目標は、下記の通りである。
①　日本の英語教育の現状について関心を持ち、理解を深める。
②　指導法とその背景となっている理論を学ぶ。
③　タスクの作り方について学ぶ。
④　4技能を統合した指導法を模索する。
⑤　日本の英語授業に役立つ教え方を模索する。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語科教育法II ａ

小野　尚美

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413372

3 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

英語教授法・Desuggestopediaについてのディスカッション
モデル授業観察（DVD)、
(Communicative Approach)

Larsen-Freemanの第6章を読んで,
復習する。

90

英語教授法・Communicative Approachについてのディスカッション
モデル授業観察（DVD)、
(Community Language Learning)

90

模擬授業担当者は、授業の準備をする。その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。 90

第9回 Audio-Lingual Methodによる模擬授業1、　ディスカッション　及び　合評

第7回

第8回

Larsen-Freemanの第9章を読んで,
復習する。

英語教授法・Community Language Learningについてのディスカッション
モデル授業観察（DVD)、
(The Silent Way)

Larsen-Freemanの第7章を読んで,
復習する。

90

英語教授法・The Silent Wayについてのディスカッション

実践授業参観：現役の教員による授業（DVD)を見る。

90

Larsen-Freemanの第5章を読んで,
復習する。

90

英語教授法・Content-based Language Teaching, Task-based Language Teachingについての説明、ディスカッション

Larsen-Freemanの第10章と第11章を読み、復習をする。
その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。
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90

第11回

第12回

第13回

TPRを使った模擬授業2、ディスカッション及び　合評

模擬授業担当者は、授業の準備をする。その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。

Communicative Approachによる模擬授業3、ディスカッション　及び　合評

模擬授業担当者は、授業の準備をする。その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。

The Silent Wayを使った模擬授業4、ディスカッション　及び　合評

模擬授業担当者は、授業の準備をする。その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。

90

第10回

90

Task-Based Teachingによる模擬授業5、ディスカッション　及び　合評

60

180

第15回

模擬授業担当者は、授業の準備をする。その他の学生は、Larsen-Freemanのテキストの復習をする。
到達度確認テストの勉強をする。

90

到達度確認テスト

到達度確認テスト答えを確認する。

到達度確認テストの振り返り、総復習

授業の総復習

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的には、講義と学生の発表の2つの形式で行う。学生は、モデル授業観察についてのディスカッションに積極的に参加することが期待
され、教授法についての発表、模擬授業（マイクロティーチング）を行うことになっている。

成績評価の方法
試験50%、参加度（模擬授業のプリゼンテーション、ディスカッション等を含む）を50%として評価する。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語科教育法Iを履修済みであること。

テキスト
高梨庸雄、高橋正夫　(編著）．　(2011）．　『新・英語教育学概論』(改訂版） 東京：金星堂．（3600円＋税）
Larsen-Freeman, Diane and Marti Anderson.  (2011).  "Techniques & Principles in Language Teaching (3rd Ed.)." 
 
     Oxford.
中学校指導要領 (Webらコピー可）
高等学校指導要領 (Webからコピー可）

参考書
Brown, H.D.  (2000).  "Principles of Language Learning and Teaching." New York: Pearson Education.
Ellis Rod.  (1995).  "Second Language Acquisition."  Oxford:  Oxford University Press.
Lightbown, Patsy and Nina Spade.  (2010).  "How Languages are Learned."  Oxford University Press.
飯野至誠.　(1989)．　『英語の教育ー変遷と実践』 大修館書店．
片山嘉雄、遠藤栄一、佐々木昭、松村幹男　(編）．　(1993)．『新・英語科教育の研究』(改訂版） 大修館書店．
小池生夫(監修）．　（1994)．　『第二言語習得研究に基づく最新の英語教育』　大修館書店．
小池生夫(編集主幹）．　(2003）．　『応用言語学事典』　研究社．
小池生夫（編集主幹）．(2004）．『第二言語習得研究の現在』　大修館書店．
望月昭彦、山田登．　(2000).　『私の英語授業』　大修館書店．
高島英幸　(編著）．(2000)．『実践的コミュニケーション能力のための英語のタスク活動と文法指導』大修館書店．
高島英幸　(編著）．(2005)．『文法項目別の英語のタスク活動とタスク』　大修館書店．
他の関係論分及び資料はクラスで配布予定．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション（講義の目的、内容、課題、評価方法、参考書等の紹介、次回課題）

配布資料の復習
テキスト第１章（１）を予習

１時間

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

１章　英語教育の目的と小・中・高の連携（２） 学習者理解

１章（２）の復習
２章の予習

１時間

１章　英語教育の目的と小・中・高の連携（１）　指導目標の確認

１章（１）の復習
１章（２）の予習

１時間

テーマ・概要
テーマ：英語教育の改善に資する実践的授業力の育成
概要：新学習指導要領（小・中・高）が整った現在、これからの日本の英語教育を改善し、推進していくためには、１．Contentsの改善
（指導内容を改善して、教育成果の改善を目指す）、２．Methodsの改善（指導方法を改善して、教育成果の改善を目指す）、３．
Managementの改善(成果の検証によって、教育成果の改善を目指す)等の取り組みが必要になる。本講義においては、１．Contentsの改善、
３．Managementの改善の連動を考慮しつつ、２．Methodsの改善に資する演習型の講義を行うことで、英語の授業は英語で行える実践力を
備えた英語教師の育成を目指すものとする。教師力を国際的なものにするため、CEFR（ヨーロッパ共通参照枠）及びJ-POSTL（言語教師の
ためのポートフォリオ）等を各自に渡し、自己評価を行う。

講義内容を基に、言語活動を重視した授業案の作成方法（知識）を学び、英語による模擬授業（技能）を行い、分析（評価・改善）をする
ことで、理論と実践の融合に基づく授業力を身に付けることを目標とする。またCEFR及びJ-POSTL等を用いて、国際基準に基づく言語教師
としての評価を客観的に行えるようにする。さらに当該年度の教員採用試験合格者の記述を基に、各自治体教員採用試験に合格するための
論文並びに教案を作成する力を身に付ける。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語科教育法III

木村　松雄

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413373

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

２章　聞くことの指導（聞くことの成立条件と指導方法の実際）

２章の復習
３章の予習

１時間

３章　話すことの指導（話すことの成立条件と指導方法の実際）

１時間

７章の復習
８章の予習

１時間

第9回 ７章　中学校英語教育の展開（目的とその指導方法、高等学校への連動）

第7回

第8回

３章の復習
４章の予習

４章　読むことの指導（読むことの成立条件と指導方法の実際）

４章の復習
５章の予習

１時間

５章　書くことの指導（書くことの成立条件・他の技能との関係、指導方法の実際）

１時間

５章の復習
６章の予習

１時間

６章　小学校英語教育の展開（目的とその指導方法、中学校への連動）

６章の復習
７章の予習
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１時間

第11回

第12回

第13回

８章　高等学校英語教育の展開（目的とその指導方法、小中高連携の確認、CEFRの援用）

８章の復習
９章の予習

９章　英語教育評価（評価の原理と実際）
模擬授業（課題）発表及び教案作成指導

９章の復習
模擬受容発表準備

学生による模擬授業発表（１）発表と討議
改善案を作成

改善案の分析・本番準備

１時間

第10回

１時間

学生による模擬授業発表（２）発表と討議
改善案を作成

１時間

１時間

第15回

改善案の分析・本番準備 １時間

学生による模擬授業発表（本番）録画と合評、課題（レポート）

合評の整理、レポート作成

総括と試験

総括の復習、試験結果の分析

第14回
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講義終了後、教室あるいは講師控室で受け付ける。

授業の方法
上記授業計画に基き、基本艇には講義形式で進めるが、理論と実践の融合を目指すため、対話・ディスカッションを重視する。また事前の
予習を課し、講義が課題解決の場になるような「反転学習」を心がける。
適宜、関係資料の配布、視覚教材の提示を行う。毎回講義終了時にリアクションペーペーを書き提出して頂く。

成績評価の方法
＊出席は必要条件
リアクションペーペーの質、校外授業観察レポート、課題（模擬授業・教案）と発表、試験の総合評価

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第３９条）に準ずる。
リアクションペーペーの質（１０％）
校外授業観察レポートの質（１０％）
課題と発表（５０％）
試験（３０％）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
英語科教育法を受講していること。関連科目：「英語科教育法Ⅰ」「英語科教育法Ⅱ」「英語科教育法IV」

テキスト
　『新しい時代の英語科教育法』木村松雄編著、学文社、2019年

参考書
第１回講義時に紹介する。また講義中適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエテーション（講義の内容、内容、講義計画、課題、評価方法、参考図書の紹介）

配布資料（2回目用）の予習。 1時間

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

言語テストの方法と種類（各種テストの種類と特徴並びに長所と短所）

配布資料（４回目）の予習 1時間

言語テスト序論（言語テストの目的、良いテストとは？）

配布資料（3回目）の予習。 1時間

テーマ・概要
英語教員に必要な言語（英語）テスト作成方法の育成と実践

基本的な言語（英語）テスト理論及び言語テスト作成方法を実践的に習得し、その成果として、妥当性と信頼性に足るコミュニカティブ・
テストを作成できるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

英語科教育法IV

木村　松雄

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191413374

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

客観テスト（特性、作成原理）

配布資料（５回目）の予習 1時間

文法と語法テスト（特性、作成原理）

1時間

配布資料（１０回目）の予習 1時間

第9回 リーディングテスト（特性、作成原理）

第7回

第8回

配布資料（６回目）の予習

語彙テスト（特性、作成原理）

配布資料（７回目）の予習 1時間

リスニングテスト（特性、作成原理）

1時間

配布資料（８回目）の予習 1時間

スピーキングテスト（特性、作成原理）

配布資料（９回目）の予習
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1時間

第11回

第12回

第13回

ライティングテスト（特性、作成原理）

発表準備

学生課題発表（１）課題の発表、分析、合評

課題（１）の考察、発表準備

学生課題発表（２）課題の発表、分析、合評

課題（２）の考察、発表準備

1時間

第10回

1時間

学生課題発表（３）課題の発表、分析、評価

1時間

1時間

第15回

課題（３）の考察、発表準備 1時間

学生課題発表（４）課題の発表、分析、評価

課題（４）の考察

総括　及び試験

総括の考察、試験の考察

第14回
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授業終了後、教室あるいは講師控室にて受け付ける。

授業の方法
授業計画に基き、基本的には講義形式で進めるが、理論と実践の融合を目指すため、対話・学生間のディスカッションを重視する。事前に
講義資料を渡し予め講義内容を予習することで、講義の深化を図る「反転学習」を目指すものとする。適宜、関係資料の配布、諸聴覚教材
の視聴を行う。毎回講義終了時にリアクションペーパーを書いて提出して頂く。

成績評価の方法
＊出席は必要条件とする。毎回実施するリアクションペーパーの質、課題と発表及び討論、試験結果の合計を評価する。

成績評価の基準
リアクションペーペーの質（１０％）
課題と発表及び討論（４０％）
試験（５０％）

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「英語科教育法Ⅰ」、「英語科教育法Ⅱ」、「英語科教育法III」

テキスト
未定（講師作成資料を検討中）

参考書
「英語教育学大系第１３巻テスティングと評価」石川・西田・斉田他編（大修館書店）
必要に応じて適宜紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1 プロローグ〈道徳教育とは何か〉
・授業のオリエンテーションとして、「道徳教育論」という科目の概要を把握する。
・テキストの概要を把握する。
・「モラル」「マナー」「ルール」という言葉の比較によって、「道徳」のイメージを明らかにし、その位置づけができるよう
にする。

【予習】シラバス全体によく目を通して、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認して授業に臨
むこと。これは受講のための必須要件である。また、中学生時代の「道徳の時間」を思い起こし、使用
した「心のノート」「私たちの道徳」があれば目を通しておくこと。
【復習】「初め良ければ終り良し」の諺もあるので、今日の授業を反芻し、改めて次回からの14回の展
望を自分なりにしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3 人間の本質と道徳性
・「人間の本質と道徳性」について深く考え、「人間はどこまで進歩したか」という問いに自分なりの答えが出せるようにす
る。
・認知発達論や精神分析論の知見から、道徳性の発達を見ることができるようになる。

【復習】授業時に配布した資料を丁寧に読み返し、「問」に対する見解を再吟味しておくこと。テキス
ト第2章をもう一度読んで、理解を確実にするとともに、問題点が指摘できるようにする。次回に質問
する用意もしておくこと。

60

2 道徳教育の必要性と、今日の道徳教育の実際
・「道徳教育」をめぐる国（文科省）の考え、それに対する賛否の意見を照らし合わせながら、問題のポイントを把握する。
・「特別の教科　道徳」設置の経緯を正しく理解する。
・授業のキーワードは「心の教育」と「豊かな心」であることを納得できるようになる。

【予習】第1回目の授業を再確認し、自分自身の体験と結びつけ、「道徳教育(「道徳の時間」を中心
に)によって獲得されたもの」を整理しておくこと。その際、テキスト第1部第1章（以後、第7回目まで
は第1部）を丁寧に読んでおくこと。

60

テーマ・概要
▼テーマ  今日の学校教育は、多くの課題を背負っています。その中心とも言える重要な課題は「心の教育」であると言っても良いでしょ
う。「いじめ防止対策推進法」施行から５年半を経ても、相変わらず「いじめ」は跡を絶ちませんし、教育格差も拡がっています。これ
は、学力向上や学習過程の質的改善（アクティブ・ラーニング）、グローバル社会で活躍するための英語力の強化充実、ICTの活用など
に、勝るとも劣らない,いやもっと重大で本質的な課題だと言えます。「心の教育」は、道徳科だけで行われるものではなく、学校教育の
すべてにおいて、更には家庭や地域との連携において行われるものですが、その「核」となるのが「特別の教科　道徳」です。
　この教科については、中央教育審議会答申（2014年)を受けて、文部科学省は昨年度から小学校で、今年度からは中学校での実施とな
り、いよいよ「道徳科」の本格実施となります。「学習指導要領」の全面実施に先行するものです。このような転換期の状況も踏まえて、
道徳教育とは何か、教師としてどのように実践するべきなのかを、具体的に考究していきます。
▼概要  現在の受講者が、実際に教師となる時には、上述したように道徳科が全面実施をされていますし、教育実習でも道徳科を担当しま
す。そのことに鑑み、移行期を経た現在の中学校での道徳教育の実践を踏まえながら、道徳教育の基礎的な理論、意義と目的、内容と方法
などについての正しい理解を深めることに努めます。特に1872年の「学制」以来のわが国の道徳教育の歴史的変化を振り返り、「今、なぜ
教科とされたのか」についても、正しく判断を下し、望ましい指導・対応ができる力を培います。その上で、これまでの「道徳の時間」を
検証し、思弁的ではなく、教師としての具体的な実践力を獲得できるように、十分に意を用います。道徳は特定の思想や宗教、時の権力な
どに左右されてはならないものですし、この教科の担い手となる担任教師を務めるすべての教師に充実した実践が求められるものです。教
員免許状を取得する予定の、すべての受講者に必須の力を確実なものとしたいと考えています。
　また、高等学校には道徳科の設置はありませんが、道徳教育が重要であることには何ら変わりはありません。この科目の学びは、高等学
校での道徳教育推進にとっても有効・有益なものとなります。

▼到達目標  道徳教育に対する社会的背景やニーズ、学習指導要領で道徳教育に期待されている役割についての理解を深め、確実なものと
するとともに、その「要」となる「特別の教科　道徳」を充実したものとし、今後の教科としての「道徳科」の実践に必要な基礎的な指導
力・実践力を習得することを目標とします。つまり、
① 道徳教育の基礎理論・指導理論や道徳教育の歴史展開を正しく理解し、説明することができる。
② 道徳教育の課題を理解することができ、教科設置の意図・背景を理解し、自身の考え・主張を明らかにすることができる。
③ 道徳の授業の方法、教科書を初め教材・素材の発掘・活用・批判的分析、道徳教育の評価に関する基礎的な力を獲得する。
ことを到達目標とします。
　以上のことは、ＤＰ３（他者との協働）を実現するために、「多様な価値観を理解し、他者を思いやり、意思の疎通を図り共感しつつも
自己の主張が適切にできる力」を身につけることでもあります。

到達目標

授業の計画と準備学修

道徳教育論 a

小池　俊夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413501

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

4 わが国の道徳教育の歴史　－戦前編－
・前近代で重視された道徳的価値観は何だったのかを調べ、明治の近代教育によって、それがどう変容したのかを考える。
・「教育勅語」はどのようにして成立したのか。戦前の日本の教育にどのような意味をもったのか。これらを歴史的に考察し、
明らかにする。

【予習】先ずは、高等学校での「日本史」学習を思い返し、幕末から現代までのわが国の流れを概観し
ておくこと。（「日本史」を履修していなくても、同程度の把握はしておくこと。）その上で、「教育
勅語」の史料を熟読し、その内容を理解しておくこと。不明な点や疑問に思う点があれば、授業時に明
らかにできるように準備しておくこと。テキストは第6章を精読する。
【復習】第4回のテーマについて、納得ができるかどうかの確認をする。不明な部分があれば、次回に
質問すること。

70

5 わが国の道徳教育の歴史　－戦後編－
・戦前と戦後の道徳教育を対比させて、基本的な共通性と差異性とを明確にする。戦後については、「終戦直後の新教育の時
代」「『道徳の時間』の特設」「教科化に向かう現在」の三つの転換点と時代の中での位置づけを明らかにする。
・授業のキーワードは、「人間観」「子ども観」と「修身」「教育勅語」。

60

第9回 9−1 道徳教育の教科書と教材開発
・（道徳科に限らず）教科の学習と指導には、「主たるもの」として教科書を用いることになっているが、それは指導の手立
て・メディアの一部でしかない。そのことを十分に踏まえ、
（1）教科書はどう活用するべきか
（2）指導のための素材や資料は至るところに存在している。その発掘や開発はどのようにするべきか
を具体的に検討する。
9−2グループワーク②
・教材発掘・開発の一つの例として「絵本」を取り上げ、その有効性を考えながら、具体的な作品選択を行う。

第7回

第8回

【予習】第4回の授業をもう一度復習し、1945年8月15日以降の道徳教育をめぐる出来事をチェックして
おくこと。テキスト第6章も必読。
【復習】第4回・第5回の授業の要点を確実に整理し、納得できるようにしておくこと。

6 「学習指導要領」における道徳科〔パート1〕
・「中学校学習指導要領」第1章総則に示された道徳教育の意義から、道徳教育の目的・目標を確認する。
・「特別の教科　道徳」の目標を確実なものとして理解する。
・これまでの「道徳の時間」の目的・目標と対比させ、「なぜ」それが十分には達成できなかったのかを探究する。

【予習】「中学校学習指導要」及び「中学校学習指導要領領解説　特別の教科　道徳編」の該当箇所を
読み、キーワードを指摘しておくこと。テキストは第3章。

90

7 「学習指導要領」における道徳科〔パート2〕
・「特別の教科　道徳」の内容とその指導方法について理解する。
・四つの内容項目それぞれに示されたキーワードを整理し、丁寧に検討を加える。

60　但し授業外のグルー
プワークは含まない。
（以下同様。）

【予習】「中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳」の「道徳科の内容」を熟読し、要点をノート
に記入して授業に臨むこと。テキストは第3章・第5章必読。
【復習】予習の際に記入したことと、授業によって理解したこととを突き合わせ、改めて道徳科の内容
を吟味する。

90

8-1道徳教育の指導計画の作成
・教育という営みをＰＤＣＡサイクルで考えれば、どのステージも重要ではあるが、Ｐ（計画）の周到さ・詳細さがその後を大
きく左右することになる。そうした意識をもって、また「時間」ではなく「教科」になったことも踏まえて、指導計画作成の実
際を検討する。
8−2グループワーク①（準備）
・第8回から第12回の5回に亘り、道徳科の授業づくりをグループワークとして実施する。今回はその準備として、グループワー
【予習】今回からはテキストの第2部を用いる。（必要に応じ第1部も参照。）今回は第1章・第2章必
読。
【復習】今回からグループワークが始まるので、テキストの読み返し、配布資料の整理によって、授業
前半の既習内容を確実なものとしておくこと。
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100

第11回

第12回

第13回

【予習】テキスト第4章の内容を精読して理解し、不明な点や疑問点は必ず授業で明確にできるように
しておくこと。また、幼少期からこれまでに関わった「絵本」を思い出し、特に印象に残っているもの
（作者・作品名・出版社・発行年）をノートに記入しておくこと。（手元にあれば、授業に持参するこ
とが望ましい。）

70

10−1 道徳科指導案の作成ーグランドデザインを重視してー
・道徳科以外の各教科と道徳科の学習指導案の共通点と相違点を明示できるようにする。
10−2グループワーク③
・授業外での活動を整理し、グループでの討議・検討によって道徳科指導案を作成する。（本時の詳細案ではなく、グランドデ
ザインを創ることを主眼とする。）
・グループ討議と活動を行う。
【予習】テキスト第3章などを読んで授業に臨むこと。
【復習】この週の内に、「道徳科指導案」（グランドデザイン）を完成させるために、必要な活動を確
実に行うこと。）

11−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）①
・授業方法と評価について、基本的なポイントを把握する。
11－2グループワーク④
・模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」を行う。

【予習】テキストの必要個所を改めて読み返し、要点を確実に摑んでおくこと。その上で、模擬授業も
しくはそれに相当する「発表・報告」のための準備を徹底させておくこと。

12−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）②
・授業を見る視点、批判的に観察する要点を理解する。
12−2グループワーク⑤
・前回に続いて模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」を行う。

【予習】前回の模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」の振り返りをもって授業に臨む。

90

第9回

第10回

授業の方法

100

13−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）③
・第11回・12回の授業におけるグループワークの成果を総括する。
・指導方法・学習方法として「ランキング」「シミレーション」「ロールプレイ」「ディスカッション」「語り」の手法とその
有効性を理解する。

90

60

第15回

【予習】アクティブ・ラーニングへの授業過程の質的転換が求められている中で、これまでにも用いら
れてきた手法について、参考図書などを用いて調べておくこと。テキスト第6章も参照。
【復習】実際に行った手法について、改めてその活用に当たっての留意点を整理すること。

120

14 道徳教育の推進のための施策と諸外国の道徳教育
・道徳教育を推進・発展させていくために、どのような施策が図られているのかを知り、その有効性を考える。
・諸外国の道徳教育から学ぶべきことがないか、他山の石とするようなことはないかを考える。

【予習】テキストの第1部・第2部を通しての読み返し、配布された資料と作成したノートを整理して、
不明点や疑問点があれば質問ができるようにしてして授業に臨むこと。テキスト第1部第7章も参照。

15 エピローグ(道徳教育とは何か)
・授業の総括として、これまでの学習を想起・振り返り、「到達度確認（予定）」の結果も踏まえ、第1回目の時と現在とで、自
分にどのような変容が見られたのかを、受講者それぞれが確認する。

【復習】「終り良ければすべて良し」の諺もある。授業の受けっ放しにならないように、、自分なりに
納得のいくように復習すること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。時間を要するような場合は、個別に対応しますので、遠慮なく申し出てください。

基礎理論・指導理論や道徳教育史などについては講義を中心とし、指導案の作成などは受講者参加型の授業により、「授業に出席して、聴
いて帰る」ことにならないように十分意を用います。科目の内容からして、「知識として獲得し、頭で分かる」こと以上に、「実際に行動
化できるまでに体得し、体と心で分かる」ことが重要です。そのため、毎回のように、授業への「リアクションペーパー」（到達度確認小
テストなどを含む）を提出してもらい、必要に応じてこれを媒体として、教師と受講者とのコミュニケーションを深めることにも活用しま
す。限られた時間のため、模擬授業を十分に実施することはできませんが、「授業づくり」を実際に行い、グランドデザインとしての学習
指導案の作成も行います。これらの作業は、グループワークとして行うものを中心にします。このワークのためには、授業時間内だけでは
到底実現できませんので、それぞれのグループで時間を設けることになることを承知しておいてください。
 　授業には、予習（シラバスの「準備学修」欄に記したこと）を誠実に行った上で臨み、将来教師になり得る立場にあることを弁え，主
体的に参加し、進んで活動し発言するものとします。(第1回目の授業は、履修登録の如何に拘わらず、履修希望者は必ず出席するものとし
ます。これは、この科目を履修する上での必要条件です。個人的な都合などを優先させることはできません。)
  授業で用いるテキストは，道徳の教科化を積極的に推進させてきた研究者によるものです。言うまでもなく、これとは異なるなる立場の
主張もありますが、それらは授業のなかで指摘し、「特別の教科　道徳」設置の背景・意図を確実に理解することに役立てたいと思いま
す。また、適宜資料プリントを配布しますので、返却されるリアクションペーパーと共に、適切にファイリングをして活用してください。

成績評価の方法
上の「授業の方法」欄に記した、「リアクションペーパー」（到達度確認も含む）、「授業づくり」に関する提出物(道徳科指導案など
で、授業時に作成するものだけではなく、ホームワークとして作成するものを含みます)と、授業への積極的な参加姿勢などでおよそ
60％、定期試験の結果をおよそ40%として、総合的に評価します。授業への出席は、当然のことながら、学生として必要条件です。
　 「リアクションペーパー」を初め、提出物は熟考した上で丁寧に作成することとします。記述の場合、文字は楷書で丁寧に書き、誤字
脱字当て字などのないように十分注意し、論点・主張が明確で、文章の構成も適切なものであるようにしてください。大学生に求められる
漢字力，表現力も重要です。これらはすべて、評価の対象となります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
  特に、下記の観点に着目して達成状況を判断し、評価します。
①道徳科の授業の多様性を十分に理解し、形式的なパターンに囚われることなく、積極的に創意工夫をした授業づこりを考えているか。
②「リアクションペーパー」には、自分の言葉で、自分の頭の中が表現できているか。「グループワーク」には、「協働すること」を正し
く理解し、意欲的に参加できているか。
③ミニマム・エッセンシャルズとしての道徳教育に関する知識を習得しているか。深く考えるためにも、知識が曖昧であってはならない。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞（紙媒体のもの）によく目を通してください。流れ去るWEB情報だけに依存することなく、テレビ・ラジオのニュースや討論番組など
にも気を配り、道徳・道徳教育に関する動きに敏感であってください。文部科学省のホームページにも適宜アクセスして、中教審の動向な
どにも注意を払ってください。
  教職科目は、それぞれに関連性をもっています。既習の科目，現在併行して履修中の科目と結びつけ，繋ぎ合わせることで、学習効果を
高めることができます。

テキスト
柳沼良太著『道徳の理論と指導法　「考え議論する道徳」でよりよく生きる力を育む育』，図書文化，2017年（ＩＳＢＮ978－4－8100－
7698－1），2200円＋税  をテキストに指定します。毎授業で用いるとは限りませんが、全員が所有していることを前提として、授業は進
行します。
　文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別の教科　道徳編』（教育出版,2018年,ISBN978-4-316-30084-9,156円+税）
も併用します。

参考書
授業中に適宜紹介します。参考書ではありませんが、グループワークによる模擬授業づくりのために、「絵本」も10冊ほど教職課程セン
ターに用意しています。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

1 プロローグ〈道徳教育とは何か〉
・授業のオリエンテーションとして、「道徳教育論」という科目の概要を把握する。
・テキストの概要を把握する。
・「モラル」「マナー」「ルール」という言葉の比較によって、「道徳」のイメージを明らかにし、その位置づけができるよう
にする。

【予習】シラバス全体によく目を通して、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認して授業に臨
むこと。これは受講のための必須要件である。また、中学生時代の「道徳の時間」を思い起こし、使用
した「心のノート」「私たちの道徳」があれば目を通しておくこと。
【復習】「初め良ければ終り良し」の諺もあるので、今日の授業を反芻し、改めて次回からの14回の展
望を自分なりにしておく。

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

3 人間の本質と道徳性
・「人間の本質と道徳性」について深く考え、「人間はどこまで進歩したか」という問いに自分なりの答えが出せるようにす
る。
・認知発達論や精神分析論の知見から、道徳性の発達を見ることができるようになる。

【復習】授業時に配布した資料を丁寧に読み返し、「問」に対する見解を再吟味しておくこと。テキス
ト第2章をもう一度読んで、理解を確実にするとともに、問題点が指摘できるようにする。次回に質問
する用意もしておくこと。

60

2 道徳教育の必要性と、今日の道徳教育の実際
・「道徳教育」をめぐる国（文科省）の考え、それに対する賛否の意見を照らし合わせながら、問題のポイントを把握する。
・「特別の教科　道徳」設置の経緯を正しく理解する。
・授業のキーワードは「心の教育」と「豊かな心」であることを納得できるようになる。

【予習】第1回目の授業を再確認し、自分自身の体験と結びつけ、「道徳教育(「道徳の時間」を中心
に)によって獲得されたもの」を整理しておくこと。その際、テキスト第1部第1章（以後、第7回目まで
は第1部）を丁寧に読んでおくこと。

60

テーマ・概要
▼テーマ  今日の学校教育は、多くの課題を背負っています。その中心とも言える重要な課題は「心の教育」であると言っても良いでしょ
う。「いじめ防止対策推進法」施行から５年半を経ても、相変わらず「いじめ」は跡を絶ちませんし、教育格差も拡がっています。これ
は、学力向上や学習過程の質的改善（アクティブ・ラーニング）、グローバル社会で活躍するための英語力の強化充実、ICTの活用など
に、勝るとも劣らない,いやもっと重大で本質的な課題だと言えます。「心の教育」は、道徳科だけで行われるものではなく、学校教育の
すべてにおいて、更には家庭や地域との連携において行われるものですが、その「核」となるのが「特別の教科　道徳」です。
　この教科については、中央教育審議会答申（2014年)を受けて、文部科学省は昨年度から小学校で、今年度からは中学校での実施とな
り、いよいよ「道徳科」の本格実施となります。「学習指導要領」の全面実施に先行するものです。このような転換期の状況も踏まえて、
道徳教育とは何か、教師としてどのように実践するべきなのかを、具体的に考究していきます。
▼概要  現在の受講者が、実際に教師となる時には、上述したように道徳科が全面実施をされていますし、教育実習でも道徳科を担当しま
す。そのことに鑑み、移行期を経た現在の中学校での道徳教育の実践を踏まえながら、道徳教育の基礎的な理論、意義と目的、内容と方法
などについての正しい理解を深めることに努めます。特に1872年の「学制」以来のわが国の道徳教育の歴史的変化を振り返り、「今、なぜ
教科とされたのか」についても、正しく判断を下し、望ましい指導・対応ができる力を培います。その上で、これまでの「道徳の時間」を
検証し、思弁的ではなく、教師としての具体的な実践力を獲得できるように、十分に意を用います。道徳は特定の思想や宗教、時の権力な
どに左右されてはならないものですし、この教科の担い手となる担任教師を務めるすべての教師に充実した実践が求められるものです。教
員免許状を取得する予定の、すべての受講者に必須の力を確実なものとしたいと考えています。
　また、高等学校には道徳科の設置はありませんが、道徳教育が重要であることには何ら変わりはありません。この科目の学びは、高等学
校での道徳教育推進にとっても有効・有益なものとなります。

▼到達目標  道徳教育に対する社会的背景やニーズ、学習指導要領で道徳教育に期待されている役割についての理解を深め、確実なものと
するとともに、その「要」となる「特別の教科　道徳」を充実したものとし、今後の教科としての「道徳科」の実践に必要な基礎的な指導
力・実践力を習得することを目標とします。つまり、
① 道徳教育の基礎理論・指導理論や道徳教育の歴史展開を正しく理解し、説明することができる。
② 道徳教育の課題を理解することができ、教科設置の意図・背景を理解し、自身の考え・主張を明らかにすることができる。
③ 道徳の授業の方法、教科書を初め教材・素材の発掘・活用・批判的分析、道徳教育の評価に関する基礎的な力を獲得する。
ことを到達目標とします。
　以上のことは、ＤＰ３（他者との協働）を実現するために、「多様な価値観を理解し、他者を思いやり、意思の疎通を図り共感しつつも
自己の主張が適切にできる力」を身につけることでもあります。

到達目標

授業の計画と準備学修

道徳教育論 b

小池　俊夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413501

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

4 わが国の道徳教育の歴史　－戦前編－
・前近代で重視された道徳的価値観は何だったのかを調べ、明治の近代教育によって、それがどう変容したのかを考える。
・「教育勅語」はどのようにして成立したのか。戦前の日本の教育にどのような意味をもったのか。これらを歴史的に考察し、
明らかにする。

【予習】先ずは、高等学校での「日本史」学習を思い返し、幕末から現代までのわが国の流れを概観し
ておくこと。（「日本史」を履修していなくても、同程度の把握はしておくこと。）その上で、「教育
勅語」の史料を熟読し、その内容を理解しておくこと。不明な点や疑問に思う点があれば、授業時に明
らかにできるように準備しておくこと。テキストは第6章を精読する。
【復習】第4回のテーマについて、納得ができるかどうかの確認をする。不明な部分があれば、次回に
質問すること。

70

5 わが国の道徳教育の歴史　－戦後編－
・戦前と戦後の道徳教育を対比させて、基本的な共通性と差異性とを明確にする。戦後については、「終戦直後の新教育の時
代」「『道徳の時間』の特設」「教科化に向かう現在」の三つの転換点と時代の中での位置づけを明らかにする。
・授業のキーワードは、「人間観」「子ども観」と「修身」「教育勅語」。

60

第9回 9−1 道徳教育の教科書と教材開発
・（道徳科に限らず）教科の学習と指導には、「主たるもの」として教科書を用いることになっているが、それは指導の手立
て・メディアの一部でしかない。そのことを十分に踏まえ、
（1）教科書はどう活用するべきか
（2）指導のための素材や資料は至るところに存在している。その発掘や開発はどのようにするべきか
を具体的に検討する。
9−2グループワーク②
・教材発掘・開発の一つの例として「絵本」を取り上げ、その有効性を考えながら、具体的な作品選択を行う。

第7回

第8回

【予習】第4回の授業をもう一度復習し、1945年8月15日以降の道徳教育をめぐる出来事をチェックして
おくこと。テキスト第6章も必読。
【復習】第4回・第5回の授業の要点を確実に整理し、納得できるようにしておくこと。

6 「学習指導要領」における道徳科〔パート1〕
・「中学校学習指導要領」第1章総則に示された道徳教育の意義から、道徳教育の目的・目標を確認する。
・「特別の教科　道徳」の目標を確実なものとして理解する。
・これまでの「道徳の時間」の目的・目標と対比させ、「なぜ」それが十分には達成できなかったのかを探究する。

【予習】「中学校学習指導要」及び「中学校学習指導要領領解説　特別の教科　道徳編」の該当箇所を
読み、キーワードを指摘しておくこと。テキストは第3章。

90

7 「学習指導要領」における道徳科〔パート2〕
・「特別の教科　道徳」の内容とその指導方法について理解する。
・四つの内容項目それぞれに示されたキーワードを整理し、丁寧に検討を加える。

60　但し授業外のグルー
プワークは含まない。
（以下同様。）

【予習】「中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳」の「道徳科の内容」を熟読し、要点をノート
に記入して授業に臨むこと。テキストは第3章・第5章必読。
【復習】予習の際に記入したことと、授業によって理解したこととを突き合わせ、改めて道徳科の内容
を吟味する。

90

8-1道徳教育の指導計画の作成
・教育という営みをＰＤＣＡサイクルで考えれば、どのステージも重要ではあるが、Ｐ（計画）の周到さ・詳細さがその後を大
きく左右することになる。そうした意識をもって、また「時間」ではなく「教科」になったことも踏まえて、指導計画作成の実
際を検討する。
8−2グループワーク①（準備）
・第8回から第12回の5回に亘り、道徳科の授業づくりをグループワークとして実施する。今回はその準備として、グループワー
クの概要を摑み、グループ編成とメンバーの確認・意思の疎通を図る。
◎このグループワークには、90分の授業時間の一部を充てるに留めるため、授業外での作業が不可欠であることを予め承知して
おくこと。

【予習】今回からはテキストの第2部を用いる。（必要に応じ第1部も参照。）今回は第1章・第2章必
読。
【復習】今回からグループワークが始まるので、テキストの読み返し、配布資料の整理によって、授業
前半の既習内容を確実なものとしておくこと。
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100

第11回

第12回

第13回

【予習】テキスト第4章の内容を精読して理解し、不明な点や疑問点は必ず授業で明確にできるように
しておくこと。また、幼少期からこれまでに関わった「絵本」を思い出し、特に印象に残っているもの
（作者・作品名・出版社・発行年）をノートに記入しておくこと。（手元にあれば、授業に持参するこ
とが望ましい。）

70

10−1 道徳科指導案の作成ーグランドデザインを重視してー
・道徳科以外の各教科と道徳科の学習指導案の共通点と相違点を明示できるようにする。
10−2グループワーク③
・授業外での活動を整理し、グループでの討議・検討によって道徳科指導案を作成する。（本時の詳細案ではなく、グランドデ
ザインを創ることを主眼とする。）
・グループ討議と活動を行う。

【予習】テキスト第3章などを読んで授業に臨むこと。
【復習】この週の内に、「道徳科指導案」（グランドデザイン）を完成させるために、必要な活動を確
実に行うこと。）

11−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）①
・授業方法と評価について、基本的なポイントを把握する。
11－2グループワーク④
・模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」を行う。

【予習】テキストの必要個所を改めて読み返し、要点を確実に摑んでおくこと。その上で、模擬授業も
しくはそれに相当する「発表・報告」のための準備を徹底させておくこと。

12−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）②
・授業を見る視点、批判的に観察する要点を理解する。
12−2グループワーク⑤
・前回に続いて模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」を行う。

【予習】前回の模擬授業もしくはそれに相当する「発表・報告」の振り返りをもって授業に臨む。

90

第9回

第10回

授業の方法

100

13−1 道徳科の授業実践研究（模擬授業の構想）③
・第11回・12回の授業におけるグループワークの成果を総括する。
・指導方法・学習方法として「ランキング」「シミレーション」「ロールプレイ」「ディスカッション」「語り」の手法とその
有効性を理解する。

90

60

第15回

【予習】アクティブ・ラーニングへの授業過程の質的転換が求められている中で、これまでにも用いら
れてきた手法について、参考図書などを用いて調べておくこと。テキスト第6章も参照。
【復習】実際に行った手法について、改めてその活用に当たっての留意点を整理すること。

120

14 道徳教育の推進のための施策と諸外国の道徳教育
・道徳教育を推進・発展させていくために、どのような施策が図られているのかを知り、その有効性を考える。
・諸外国の道徳教育から学ぶべきことがないか、他山の石とするようなことはないかを考える。

【予習】テキストの第1部・第2部を通しての読み返し、配布された資料と作成したノートを整理して、
不明点や疑問点があれば質問ができるようにしてして授業に臨むこと。テキスト第1部第7章も参照。

15 エピローグ(道徳教育とは何か)
・授業の総括として、これまでの学習を想起・振り返り、「到達度確認（予定）」の結果も踏まえ、第1回目の時と現在とで、自
分にどのような変容が見られたのかを、受講者それぞれが確認する。

【復習】「終り良ければすべて良し」の諺もある。授業の受けっ放しにならないように、、自分なりに
納得のいくように復習すること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。時間を要するような場合は、個別に対応しますので、遠慮なく申し出てください。

基礎理論・指導理論や道徳教育史などについては講義を中心とし、指導案の作成などは受講者参加型の授業により、「授業に出席して、聴
いて帰る」ことにならないように十分意を用います。科目の内容からして、「知識として獲得し、頭で分かる」こと以上に、「実際に行動
化できるまでに体得し、体と心で分かる」ことが重要です。そのため、毎回のように、授業への「リアクションペーパー」（到達度確認小
テストなどを含む）を提出してもらい、必要に応じてこれを媒体として、教師と受講者とのコミュニケーションを深めることにも活用しま
す。限られた時間のため、模擬授業を十分に実施することはできませんが、「授業づくり」を実際に行い、グランドデザインとしての学習
指導案の作成も行います。これらの作業は、グループワークとして行うものを中心にします。このワークのためには、授業時間内だけでは
到底実現できませんので、それぞれのグループで時間を設けることになることを承知しておいてください。
 　授業には、予習（シラバスの「準備学修」欄に記したこと）を誠実に行った上で臨み、将来教師になり得る立場にあることを弁え，主
体的に参加し、進んで活動し発言するものとします。(第1回目の授業は、履修登録の如何に拘わらず、履修希望者は必ず出席するものとし
ます。これは、この科目を履修する上での必要条件です。個人的な都合などを優先させることはできません。)
  授業で用いるテキストは，道徳の教科化を積極的に推進させてきた研究者によるものです。言うまでもなく、これとは異なるなる立場の
主張もありますが、それらは授業のなかで指摘し、「特別の教科　道徳」設置の背景・意図を確実に理解することに役立てたいと思いま
す。また、適宜資料プリントを配布しますので、返却されるリアクションペーパーと共に、適切にファイリングをして活用してください。

成績評価の方法
上の「授業の方法」欄に記した、「リアクションペーパー」（到達度確認も含む）、「授業づくり」に関する提出物(道徳科指導案など
で、授業時に作成するものだけではなく、ホームワークとして作成するものを含みます)と、授業への積極的な参加姿勢などでおよそ
60％、定期試験の結果をおよそ40%として、総合的に評価します。授業への出席は、当然のことながら、学生として必要条件です。
　 「リアクションペーパー」を初め、提出物は熟考した上で丁寧に作成することとします。記述の場合、文字は楷書で丁寧に書き、誤字
脱字当て字などのないように十分注意し、論点・主張が明確で、文章の構成も適切なものであるようにしてください。大学生に求められる
漢字力，表現力も重要です。これらはすべて、評価の対象となります。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠します。
  特に、下記の観点に着目して達成状況を判断し、評価します。
①道徳科の授業の多様性を十分に理解し、形式的なパターンに囚われることなく、積極的に創意工夫をした授業づこりを考えているか。
②「リアクションペーパー」には、自分の言葉で、自分の頭の中が表現できているか。「グループワーク」には、「協働すること」を正し
く理解し、意欲的に参加できているか。
③ミニマム・エッセンシャルズとしての道徳教育に関する知識を習得しているか。深く考えるためにも、知識が曖昧であってはならない。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
新聞（紙媒体のもの）によく目を通してください。流れ去るWEB情報だけに依存することなく、テレビ・ラジオのニュースや討論番組など
にも気を配り、道徳・道徳教育に関する動きに敏感であってください。文部科学省のホームページにも適宜アクセスして、中教審の動向な
どにも注意を払ってください。
  教職科目は、それぞれに関連性をもっています。既習の科目，現在併行して履修中の科目と結びつけ，繋ぎ合わせることで、学習効果を
高めることができます。

テキスト
柳沼良太著『道徳の理論と指導法　「考え議論する道徳」でよりよく生きる力を育む育』，図書文化，2017年（ＩＳＢＮ978－4－8100－
7698－1），2200円＋税  をテキストに指定します。毎授業で用いるとは限りませんが、全員が所有していることを前提として、授業は進
行します。
　文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別の教科　道徳編』（教育出版,2018年,ISBN978-4-316-30084-9,156円+税）
も併用します。

参考書
授業中に適宜紹介します。参考書ではありませんが、グループワークによる模擬授業づくりのために、「絵本」も10冊ほど教職課程セン
ターに用意しています。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

道徳教育の概要

【予習】シラバスをよく読み、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認して授業に臨むこと。
【復習】今まで受けてきた道徳の授業を想起しておくこと。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人間の本質とは何か

【予習】事前に配布した、人間の本質について、予習してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、人間の本質について、再構築すること。

60分

道徳教育の必要性

【予習】今まで受けてきた道徳の授業で獲得したものについて整理すること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、必要性について振り返りをすること。

60分

テーマ・概要
　道徳教育は、自律した一人の人間として人生を他者とともにより良く生きる人格の形成を目指すものであり、教育の根本に据えられるべ
きものとして把握する。わが国における道徳教育の現状、歴史、指導法およびこれからの課題について、基礎的な理解を得るとともに学校
教育の担い手としての自覚と責任感を培うことである。
　発達の段階ごとに重視すべき内容を明確化し、特にいじめの防止や生命の尊重、自律心、家族や集団の一員としての自覚、ルールやマ
ナー、法の意義を理解して守ったり、社会の一員としての主体的な生き方、アイデンティティをもったりすることに留意する。

①道徳教育の基礎理論・指導理論や道徳教育の歴史を理解できる。
②道徳教育の資料の分析や評価ができる。
③道徳の授業方法とその課題を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

道徳教育論 c

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413501

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

道徳教育の歴史①

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史について、再構築すること。

60分

道徳教育の歴史②

60分

【予習】テキスト指定の中学校学習指導要領解説を熟読してくること。
【復習】道徳教育の目標を確実に理解する。

60分

第9回 学習指導要領における道徳科①

第7回

第8回

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史から学ぶ内容を再確認すること。

道徳教育の指導計画の作成

【予習】事前に配布した、道徳教育の指導計画を熟読してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの指導計画を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発①

120分

【予習】事前に配布した、道徳教材一覧から一つ教材を選んでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発②

【予習】自ら選んだ教材について、教材開発のためのきっかけをつかんでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を完成すること。
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60分

第11回

第12回

第13回

学習指導要領における道徳科②

【予習】中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳」の「道徳科の内容」を熟読すること。
【復習】道徳科の内容について、自らの考えを確立する。

道徳科の模擬授業①

【予習】事前に配布した教材を熟読する。
【復習】全員で教材解釈を行った結果を共有する。

道徳科の模擬授業②

【予習】教材の道徳指導案を作る。
【復習】グループごとに、指導案を共有し、さらに指導案を

120分

第10回

90分

道徳科の模擬授業③

120分

120分

第15回

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

60分

道徳科の模擬授業④

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

到達度確認テスト(授業内テスト)

【予習】道徳教育とは何かについて、改めて考察する。
【復習】他者の意見や考え方も交えて、自らの考えを確立する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基礎理論・指導理論・道徳教育の歴史に関しては、講義中心。その後、これらの知識を背景に、学習指導要領に則った学習指導案の作成、
模擬授業などは、受講者参加型で行う。

成績評価の方法
レポート(40％)　授業内テスト(30％)　授業中の提出物(30％)　によって総合的に評価する。授業への参加は、学生として必要条件であ
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職論　教育心理学　教育原理　学校と社会

テキスト
文部科学省　『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』

参考書
文部科学省編著　『私たちの道徳　中学校』　廣済堂あかつき株式会社　2014年　(ISBN978-4-331-75188-6) 815円＋税
柴田義松編著　『道徳の指導　改訂版』　学文社　2012年　(ISBN978-4-7620-1921-0)  1800円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2216 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

道徳教育の概要

【予習】シラバスをよく読み、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認して授業に臨むこと。
【復習】今まで受けてきた道徳の授業を想起しておくこと。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人間の本質とは何か

【予習】事前に配布した、人間の本質について、予習してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、人間の本質について、再構築すること。

60分

道徳教育の必要性

【予習】今まで受けてきた道徳の授業で獲得したものについて整理すること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、必要性について振り返りをすること。

60分

テーマ・概要
　道徳教育は、自律した一人の人間として人生を他者とともにより良く生きる人格の形成を目指すものであり、教育の根本に据えられるべ
きものとして把握する。わが国における道徳教育の現状、歴史、指導法およびこれからの課題について、基礎的な理解を得るとともに学校
教育の担い手としての自覚と責任感を培うことである。
　発達の段階ごとに重視すべき内容を明確化し、特にいじめの防止や生命の尊重、自律心、家族や集団の一員としての自覚、ルールやマ
ナー、法の意義を理解して守ったり、社会の一員としての主体的な生き方、アイデンティティをもったりすることに留意する。

①道徳教育の基礎理論・指導理論や道徳教育の歴史を理解できる。
②道徳教育の資料の分析や評価ができる。
③道徳の授業方法とその課題を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

道徳教育論 d

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413501

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

道徳教育の歴史①

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史について、再構築すること。

60分

道徳教育の歴史②

60分

【予習】テキスト指定の中学校学習指導要領解説を熟読してくること。
【復習】道徳教育の目標を確実に理解する。

60分

第9回 学習指導要領における道徳科①

第7回

第8回

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史から学ぶ内容を再確認すること。

道徳教育の指導計画の作成

【予習】事前に配布した、道徳教育の指導計画を熟読してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの指導計画を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発①

120分

【予習】事前に配布した、道徳教材一覧から一つ教材を選んでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発②

【予習】自ら選んだ教材について、教材開発のためのきっかけをつかんでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を完成すること。
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60分

第11回

第12回

第13回

学習指導要領における道徳科②

【予習】中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳」の「道徳科の内容」を熟読すること。
【復習】道徳科の内容について、自らの考えを確立する。

道徳科の模擬授業①

【予習】事前に配布した教材を熟読する。
【復習】全員で教材解釈を行った結果を共有する。

道徳科の模擬授業②

【予習】教材の道徳指導案を作る。
【復習】グループごとに、指導案を共有し、さらに指導案を

120分

第10回

90分

道徳科の模擬授業③

120分

120分

第15回

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

60分

道徳科の模擬授業④

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

到達度確認テスト(授業内テスト)

【予習】道徳教育とは何かについて、改めて考察する。
【復習】他者の意見や考え方も交えて、自らの考えを確立する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基礎理論・指導理論・道徳教育の歴史に関しては、講義中心。その後、これらの知識を背景に、学習指導要領に則った学習指導案の作成、
模擬授業などは、受講者参加型で行う。

成績評価の方法
レポート(40％)　授業内テスト(30％)　授業中の提出物(30％)　によって総合的に評価する。授業への参加は、学生として必要条件であ
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職論　教育心理学　教育原理　学校と社会

テキスト
文部科学省　『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』

参考書
文部科学省編著　『私たちの道徳　中学校』　廣済堂あかつき株式会社　2014年　(ISBN978-4-331-75188-6) 815円＋税
柴田義松編著　『道徳の指導　改訂版』　学文社　2012年　(ISBN978-4-7620-1921-0)  1800円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2220 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

道徳教育の概要

【予習】シラバスをよく読み、この科目のテーマ・内容・到達目標などを確認して授業に臨むこと。
【復習】今まで受けてきた道徳の授業を想起しておくこと。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

人間の本質とは何か

【予習】事前に配布した、人間の本質について、予習してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、人間の本質について、再構築すること。

60分

道徳教育の必要性

【予習】今まで受けてきた道徳の授業で獲得したものについて整理すること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、必要性について振り返りをすること。

60分

テーマ・概要
　道徳教育は、自律した一人の人間として人生を他者とともにより良く生きる人格の形成を目指すものであり、教育の根本に据えられるべ
きものとして把握する。わが国における道徳教育の現状、歴史、指導法およびこれからの課題について、基礎的な理解を得るとともに学校
教育の担い手としての自覚と責任感を培うことである。
　発達の段階ごとに重視すべき内容を明確化し、特にいじめの防止や生命の尊重、自律心、家族や集団の一員としての自覚、ルールやマ
ナー、法の意義を理解して守ったり、社会の一員としての主体的な生き方、アイデンティティをもったりすることに留意する。

①道徳教育の基礎理論・指導理論や道徳教育の歴史を理解できる。
②道徳教育の資料の分析や評価ができる。
③道徳の授業方法とその課題を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

道徳教育論 e

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291413501

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

道徳教育の歴史①

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史について、再構築すること。

60分

道徳教育の歴史②

60分

【予習】テキスト指定の中学校学習指導要領解説を熟読してくること。
【復習】道徳教育の目標を確実に理解する。

60分

第9回 学習指導要領における道徳科①

第7回

第8回

【予習】事前に配布した、道徳教育の歴史について、予習をしてくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、道徳教育の歴史から学ぶ内容を再確認すること。

道徳教育の指導計画の作成

【予習】事前に配布した、道徳教育の指導計画を熟読してくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの指導計画を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発①

120分

【予習】事前に配布した、道徳教材一覧から一つ教材を選んでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を作成すること。

60分

道徳教育の教材開発②

【予習】自ら選んだ教材について、教材開発のためのきっかけをつかんでくること。
【復習】他者の意見・考え方も交えて、自らの教材開発を完成すること。
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60分

第11回

第12回

第13回

学習指導要領における道徳科②

【予習】中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳」の「道徳科の内容」を熟読すること。
【復習】道徳科の内容について、自らの考えを確立する。

道徳科の模擬授業①

【予習】事前に配布した教材を熟読する。
【復習】全員で教材解釈を行った結果を共有する。

道徳科の模擬授業②

【予習】教材の道徳指導案を作る。
【復習】グループごとに、指導案を共有し、さらに指導案を

120分

第10回

90分

道徳科の模擬授業③

120分

120分

第15回

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

60分

道徳科の模擬授業④

【予習】模擬授業を構想する。
【復習】授業検討の結果を共有する。

到達度確認テスト(授業内テスト)

【予習】道徳教育とは何かについて、改めて考察する。
【復習】他者の意見や考え方も交えて、自らの考えを確立する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基礎理論・指導理論・道徳教育の歴史に関しては、講義中心。その後、これらの知識を背景に、学習指導要領に則った学習指導案の作成、
模擬授業などは、受講者参加型で行う。

成績評価の方法
レポート(40％)　授業内テスト(30％)　授業中の提出物(30％)　によって総合的に評価する。授業への参加は、学生として必要条件であ
る。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職論　教育心理学　教育原理　学校と社会

テキスト
文部科学省　『中学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編』

参考書
文部科学省編著　『私たちの道徳　中学校』　廣済堂あかつき株式会社　2014年　(ISBN978-4-331-75188-6) 815円＋税
柴田義松編著　『道徳の指導　改訂版』　学文社　2012年　(ISBN978-4-7620-1921-0)  1800円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―本講座を受ける上での注意事項・本講座の目標について―

【復習】教職課程における授業の位置づけ及び授業の概要、到達目標について理解すること。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育目標と教育内容

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教育方法とは？―今日の社会において育成が求められている資質・能力を踏まえて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

テーマ・概要
今日の社会において育成が求められている資質・能力を理解し、それを踏まえた上で、学習を効果的に促進する「教育方法」や「教材作
成」に関する理論・教育実践例を概観し、最終的には、グループでの発表を取り入れ、教育方法及び技術の理解を深める。最終的な発表の
際には、取得希望教科毎に学習指導要領を踏まえた上で、学習を効果的に促進する教育方法及び技術を援用した授業を考案し、学習指導案
及び板書計画を作成し、発表を行う。

今日の社会において育成が求められている資質・能力を理解し、授業を効果的に成立させる教育方法及び技術についての基本的知識（情報
機器及び効果的に学習を促進する教材に関する知識を含む）を習得することを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育方法研究 ａ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21491413701

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学習者の個性を考慮した教育方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

板書の仕方と板書実践

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

第9回 学習指導要領について

第7回

第8回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

情報機器を活用した授業の理論と教育実践例

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

情報機器を活用した教材の作成―作成した教材の発表と討論―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

伝わる話し方と分かりやすい授業

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。
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60分

第11回

第12回

第13回

多様な教育方法と評価方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

客観主義的学習観に基づく教育方法と構成主義的学習観に基づく教育方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

学習を効果的に促進する技術－ アクティブ・ラーニングに着目して－

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

60分

第10回

60分

動機づけを高める授業

60分

60分

第15回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

グループワーク－教育方法の理論を援用した授業の考案（以下、「考案した授業」と記述）－

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

考案した授業」の発表とまとめ

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的には、プリントを毎回配布し、それに基づき、主に、講義形式で授業を行います。授業では、グループでの話し合い・発表等を適宜
求めるので、積極的に、グループでの活動に参加して欲しいと思います。

成績評価の方法
期末レポート（約80％）と授業内のレポート（約20％）の結果により評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　必要な予備知識は特にありませんが、履修時点で、教員を志す可能性がある学生を対象としています。本講義で学んだ内容は、「教職実
践演習」の予備知識となります。

テキスト
教科書は使用しません。配布するプリントに基づき講義を行います。

参考書
『学習指導要領解説』（文部科学省）※取得希望教科のものを各自準備する。『中学校学習指導要領解説理科編』（文部科学省）、『中学
校学習指導要領解説社会編』（文部科学省）、『教育心理学―教育の科学的解明をめざして―』（安藤寿康・鹿毛雅治（編）、慶應義塾大
学出版会）等。その他の参考書は授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―本講座を受ける上での注意事項・本講座の目標について―

【復習】教職課程における授業の位置づけ及び授業の概要、到達目標について理解すること。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育目標と教育内容

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教育方法とは？―今日の社会において育成が求められている資質・能力を踏まえて―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

テーマ・概要
今日の社会において育成が求められている資質・能力を理解し、それを踏まえた上で、学習を効果的に促進する「教育方法」や「教材作
成」に関する理論・教育実践例を概観し、最終的には、グループでの発表を取り入れ、教育方法及び技術の理解を深める。最終的な発表の
際には、取得希望教科毎に学習指導要領を踏まえた上で、学習を効果的に促進する教育方法及び技術を援用した授業を考案し、学習指導案
及び板書計画を作成し、発表を行う。

今日の社会において育成が求められている資質・能力を理解し、授業を効果的に成立させる教育方法及び技術についての基本的知識（情報
機器及び効果的に学習を促進する教材に関する知識を含む）を習得することを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育方法研究 ｂ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21491413701

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学習者の個性を考慮した教育方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

板書の仕方と板書実践

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

第9回 学習指導要領について

第7回

第8回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

情報機器を活用した授業の理論と教育実践例

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

情報機器を活用した教材の作成―作成した教材の発表と討論―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

伝わる話し方と分かりやすい授業

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。
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60分

第11回

第12回

第13回

多様な教育方法と評価方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

客観主義的学習観に基づく教育方法と構成主義的学習観に基づく教育方法

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

学習を効果的に促進する技術－ アクティブ・ラーニングに着目して－

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

60分

第10回

60分

動機づけを高める授業

60分

60分

第15回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

グループワーク－教育方法の理論を援用した授業の考案（以下、「考案した授業」と記述）－

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

考案した授業」の発表とまとめ

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的には、プリントを毎回配布し、それに基づき、主に、講義形式で授業を行います。授業では、グループでの話し合い・発表等を適宜
求めるので、積極的に、グループでの活動に参加して欲しいと思います。

成績評価の方法
期末レポート（約80％）と授業内のレポート（約20％）の結果により評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　本講座は、教職課程の内容を扱う授業である（教員養成に関する内容を扱う）。したがって、少なくとも、本講座を履修する時点で、教
職課程を履修する意思のある学生（教職を志す意思のある学生）を対象とする。
　必要な予備知識は特にありませんが、履修時点で、教員を志す可能性がある学生を対象としています。本講義で学んだ内容は、「教職実
践演習」の予備知識となります。

テキスト
教科書は使用しません。配布するプリントに基づき講義を行います。

参考書
『学習指導要領解説』（文部科学省）※取得希望教科のものを各自準備する。『中学校学習指導要領解説理科編』（文部科学省）、『中学
校学習指導要領解説社会編』（文部科学省）、『教育心理学―教育の科学的解明をめざして―』（安藤寿康・鹿毛雅治（編）、慶應義塾大
学出版会）等。その他の参考書は授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の内容と進め方
教育方法とは

教職課程での科目の位置づけ、シラバスの確認をする。
授業時に提示したテーマについて考えてくる。

30

90

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学校における多様な学び方

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

経験してきた教育方法

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

テーマ・概要
生徒の学びをサポートする教育方法の基礎理論を学ぶ。
生徒たちの学びをサポートする上で必要な、教育方法に関する基礎理論を学び、取得希望教科毎に学習指導要領に基づきながらグループで
学習指導案や板書計画を作成し、発表する。

・教育目的と教育方法の関連性について、具体的例を挙げながら説明できる。
・指導と評価の一体化について説明できる。
・学習指導案を作成できる。
・分かりやすい板書や話し方を身に付けている。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育方法研究 ｃ

馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21491413701

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

授業デザイン（教育目標と教育内容）

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

分かり方特性

90
90

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第9回 伝わる話し方と教材発表

第7回

第8回

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

板書計画

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

板書実践

90
90

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

情報機器の活用と教材作成

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

- 2234 -



90
90

第11回

第12回

第13回

多様な指導形態とその長所・短所

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

21世紀型学力

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

指導と評価の一体化

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

第10回

90
90

評価と支援方法を取り入れた授業デザイン

90
90

90
90

第15回

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

90
90

授業デザインの発表

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。小レポートの作成。

まとめ

授業時に提示したテーマについて考えてくる。
授業の復習。レポートの作成。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義とグループワークを中心とする。
状況に応じて授業内容が変更になる場合がある。

成績評価の方法
グループワークへの貢献度　30％　　授業内レポート　30％　　期末レポート　40％

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目

テキスト
特になし。適宜プリントを配布する。

参考書
田中智志・高橋美保『教育方法論』一藝社
田中耕治『よくわかる授業論』ミネルヴァ書房
田中耕治『よくわかる教育評価』ミネルヴァ書房

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教育方法の概要

【予習】　シラバスを読み、あらかじめ講義内容を把握する。
【復習】　授業の全体像や進め方を確認し、講義内容全体について把握する。

60

60

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教育方法の歴史②

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

教育方法の歴史①

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

テーマ・概要
テーマ : 教育内容を基軸として、教育方法の概念の構築
概要 : わが国の諸学校における教育方法を、その歴史、授業研究の方法論、学習指導法、教育メディアの利用、学力観等を視点として、
解説する。授業の映像記録や文字記録を提示し、多様な実践事例を紹介する。受講者は多様な教育方法に関する知識を獲得し、理解を深め
るとともに、それらを自身の教育実践に適用しようとする態度やその進め方を会得する。

1 教育方法の具体的内容について積極的に学ぶことができる。
2 学習を確実にする教育方法としてどのようなものがあるのかを認知することができる。
3 学習を楽しく、さらに深めようとする教育方法として、何があるのかを模索することができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育方法研究 ｅ

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21491413701

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

展開のある授業

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

授業における説明の役割と方法

120

60

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

第9回 教育メディアの種類と活用

第7回

第8回

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

これからの授業改革

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

学級集団と授業との関わり

120

60

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

授業形態の多様化

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。
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120

60

第11回

第12回

第13回

情報コミュニケーション教育

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

インターネットの教育利用

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

机間指導の意義と方法

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

第10回

120

60

学力とは何か

120

120

120

60

第15回

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

120

60

相対評価と絶対評価

【予習】　事前に示された参考書等を利用し、講義内容について、基本知識を習得する。
【復習】　講義内容と事前の知識を照らし合わせ、さらに応用知識も含め、確実なものとする。

まとめ−教育方法における主要用語等

【予習】　講義内容すべてにわたり、学んだことを確認する。
【復習】　講義内容すべてにわたり、今後の学びに活用できるようにする。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　講義とワークショップ形式が中心。
　必要に応じて、講義毎にプリントを配布する。

成績評価の方法
　試験　50点　授業内レポート　30点　授業内評価　20点　
　最初の講義で、授業内容及び評価に関するオリエンテーションを行う。
  授業への出席は、受講者としての必要条件。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
各教科教育法

テキスト
　特に、指定はしない。

参考書
　『教育の方法と技術』、柴田義松・山﨑準二編、学文社、1，500円+税、ISBN4-7620-1398-6  C3337
　その他の参考書については、講義中に指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス．この講義のシラバスについて理解しているか確認した上で，講義の到達目標と学習方法について確認する

シラバスの内容をよく理解してくること． 60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

プリントを作ってみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，授業をするための教材プリント案を作成
する．作成したプリント案についてグループで議論し発表者を決める．発表するプリント案について議論し，改善を図る．

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．

60分

初等中等教育で経験してきた教育方法についてまとめ，学習課題・到達目標の授業や協同学習などの教育方法について学ぶ．

前時の講義の復習に基づき，提示したテーマについて考えてくる． 60分

テーマ・概要
基礎的な学習指導理論を理解し，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身に付ける．
学習者の学びをサポートする教育方法の基礎理論を学び，黒板やICT機器を使った教材作製や提示方法についての技術を身につける．長年
にわたる教育現場での実務経験に基づく教育方法を伝える．

教育方法の基礎理論を理解した上で，黒板やICT機器の利用方法，分かりやすい図表の作成方法，およびグループワークなどで必要なファ
シリテーション技術が使えることを目標とする．

到達目標

授業の計画と準備学修

教育方法研究 ｆ

宮下　敦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21491413701

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

プリント案を作ってみよう2: 各グループで作成したプリント案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．

60分

説明図を作ってみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，描画ソフトを使って授業をするための説明
図案を作成する．作成した説明図案についてグループで議論し発表者を決める．発表する説明図案について議論し，改善を図
る．

60分

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．併せて，成蹊学園のPC教室で利用可能な(フリーの)ICT教材を入手しておく．

60分

第9回 ICTを使ってみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，授業をするためのICT教材利用案を作成する．
作成したICT教材利用案についてグループで議論し発表者を決める．発表するICT利用案について議論し，改善を図る．

第7回

第8回

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．

説明図を作ってみよう2: 各グループで作成した説明図案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．

60分

板書案を作ってみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，授業をするための板書案を作成する．作成
した板書案についてグループで議論し発表者を決める．発表する板書案について議論し，改善を図る．

60分

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．

60分

板書案を作ってみよう2: 各グループで作成した板書案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．
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60分

第11回

第12回

第13回

ICTを作ってみよう2: 各グループで作成したICT利用教材案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．

ファシリテーションをしてみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，ファシリテーション案を作成す
る．作成したファシリテーション案についてグループで議論し発表者を決める．発表する案について議論し，改善を図る．

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．　効果的なファシリテーション技術について予習する．

ファシリテーションをしてみよう2: 各グループで作成したファシリテーション案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．

60分

第10回

60分

テスト案を作ってみよう1: 中学理科教科書のうち，受講生が興味がある部分について，授業をするためのテスト案を作成する．
作成したテスト案についてグループで議論し発表者を決める．発表するテスト案について議論し，改善を図る．

120分

60分

第15回

中学教科書を使って作成するテーマに関連する部分を抽出し，該当部分のコピーをノートに貼って準備
をする．

60分

テスト案を作ってみよう2: 各グループで作成したテスト案について発表し，全体で改善点を議論する．

前時に打ち合わせに基づいて，発表者は使用方法等の説明を準備してくる．発表後，受講者全員で案を
検討し，さらに改善点を検討する．

まとめとレポート提出

受講生は担当部分の案について，実施後の改善点に対応して，よりよい案を作成し提出する．

第14回
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オフィスアワー等はポータルサイトで周知する．

授業の方法
　各講義の課題は中学理科教科書から抽出する．講義は２回を１セットとして，協同学習方式(バズ学習)で進める．
　１回目は，受講生各自が課題部分を調べ，当該部分のコピーをノートに貼って準備をする．講義では，まず課題についてそれぞれの案を
ノートに書く，もしくは，ICTを用いた場合は，そのプリントアウトをノートに貼る．書き出した案をグループ内で検討し，一連の講義で
重複しないように，どの案を発表するか決める．発表案は最善のものと予備用の２案を準備する．発表する案については，グループで改善
点を抽出し，発表者は次回までに発表できるように教材を作成する．１回目に各自のノート提出をする．
　２回目は，グループ別に発表を行い，それについての意見をノートにメモをする．最善案の発表者が病欠などて発表できない場合は，予
備案を発表する．メモを元にグループ討議と発表，および全体での検討を行い，改善点を抽出する．発表者は，これに基づいてレポートを
作成する．また，予備のものは発表する予定だった案を，講義内容を反映させて改善し，レポートとして提出する．

成績評価の方法
各課題毎に提出されるノート作成等の作業状況やグループワークへの貢献度(40%)，発表時の状況(30%)，提出されたレポート(30%)で総合
的に評価する．

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
理科教育法Ⅲでの授業案作成に必要な理科教育方法の基礎として板書，図表作成，ICT利用などの技術を学ぶ．

テキスト
独自教材を配布する．

参考書
講義中に適宜紹介する．

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

①オリエンテーション（授業の進め方、評価方法など）
②生徒指導・進路指導の意義

【予習】シラバスを読んでくる。
【復習】配布資料を読み、理解を深
める。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代の中学生・高校生の教育課題

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

中学生・高校生の発達課題

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

テーマ・概要
生徒指導とは、生徒一人ひとりの学校生活や発達上の問題の解決、将来の希望の実現を指導・援助する学校教育サービスの一つである。本
科目では、学校教育サービスの理論と技法の研究を主たる目的とする学問である「学校心理学」の視点から、中学生・高校生を対象とした
生徒指導・進路指導について考える。具体的には、はじめに現在の中学生・高校生の実態および発達上・教育上の課題を理解し、「学校心
理学」を基盤とした生徒指導・進路指導の進め方（心理教育的援助サービスのモデル）を学ぶ。続いて、具体的な生徒指導・進路指導に関
する事例を取り上げて、これらの課題解決のために、教師はどのような生徒指導や進路指導・キャリア教育を展開することが望ましいかを
演習を通して学ぶ。

１　現在の中学生・高校生の発達上・教育上の課題を理解できる。
２　学校心理学を基盤とした生徒指導の進め方の概要を理解できる。
３　教員のチームによる生徒指導・進路指導の有効性と課題を理解できる。
４　キャリア教育の理論と実践上の課題を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

生徒・進路指導論 a

田村　修一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191415102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校心理学を活用した生徒指導

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

生徒全体への指導：　規範意識・基本的生活習慣の育成【演習】

60分

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

第9回 体罰の防止：アンガーマネジメント【演習】

第7回

第8回

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

個別の問題を抱える生徒の指導（１）いじめの理解と対応

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

個別の問題を抱える生徒の指導（２）不登校の理解と対応

60分

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】★学びの振り返り中間レポートを書く。

120分

学級経営と生徒指導：Q-Uの活用

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。
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60分

第11回

第12回

第13回

進路指導の歴史と理論

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

キャリア・カウンセリング（教師の傾聴）【演習】

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

個に応じた進路指導：　発達特性を持つ生徒を例として

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

第10回

60分

キャリア教育概論

120分

120分

第15回

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

基礎的汎用的能力の育成【演習】

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】★学びの振り返り期末レポートを書く。

①キャリア教育先進校の実践事例研究
②学びの振り返り

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】期末テストに備えて、総復習をする。

第14回
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質問がある場合は、リアクションペーパーに書く（次の授業の初めに教員からフィードバックを行う）。また、緊急を要する質問等がある
場合には、授業終了後に直接、教員にたずねる。

授業の方法
毎回、資料プリントを配付する。講義科目だが、テーマにより演習も行う。

成績評価の方法
①「学びの振り返り中間レポート」（20％）および、「学びの振り返り期末レポート」（20％）
②　授業への取り組み・貢献度（20％）
③　期末試験（40％）により、総合的に評価する。

【注意事項】　本科目は、教職課程科目である。教職志望の強い意志をもった学生の受講を希望する。授業の出席および参加態度を重視す
る。不真面目な授業態度や出席の不正等が見つかった場合には、厳しく対処し、単位を認定しないこともある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職研究、教育原理、教育心理学

テキスト
「生徒指導提要」（平成22年3月　文部科学省）教育図書

参考書
「よくわかる学校心理学」　2013年　水野治久・石隈利紀・田村節子・田村修一・飯田順子 編著 ミネルヴァ書房
「キャリア教育概説」　2008年　日本キャリア教育学会編　東洋館出版社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

①オリエンテーション（授業の進め方、評価方法など）
②生徒指導・進路指導の意義

【予習】シラバスを読んでくる。
【復習】配布資料を読み、理解を深
める。

60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

現代の中学生・高校生の教育課題

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

中学生・高校生の発達課題

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

テーマ・概要
生徒指導とは、生徒一人ひとりの学校生活や発達上の問題の解決、将来の希望の実現を指導・援助する学校教育サービスの一つである。本
科目では、学校教育サービスの理論と技法の研究を主たる目的とする学問である「学校心理学」の視点から、中学生・高校生を対象とした
生徒指導・進路指導について考える。具体的には、はじめに現在の中学生・高校生の実態および発達上・教育上の課題を理解し、「学校心
理学」を基盤とした生徒指導・進路指導の進め方（心理教育的援助サービスのモデル）を学ぶ。続いて、具体的な生徒指導・進路指導に関
する事例を取り上げて、これらの課題解決のために、教師はどのような生徒指導や進路指導・キャリア教育を展開することが望ましいかを
演習を通して学ぶ。

１　現在の中学生・高校生の発達上・教育上の課題を理解できる。
２　学校心理学を基盤とした生徒指導の進め方の概要を理解できる。
３　教員のチームによる生徒指導・進路指導の有効性と課題を理解できる。
４　キャリア教育の理論と実践上の課題を理解できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

生徒・進路指導論 b

田村　修一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191415102

1 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校心理学を活用した生徒指導

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

生徒全体への指導：　規範意識・基本的生活習慣の育成【演習】

60分

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

第9回 体罰の防止：アンガーマネジメント【演習】

第7回

第8回

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

個別の問題を抱える生徒の指導（１）いじめの理解と対応

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

個別の問題を抱える生徒の指導（２）不登校の理解と対応

60分

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】★学びの振り返り中間レポートを書く。

120分

学級経営と生徒指導：Q-Uの活用

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。
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60分

第11回

第12回

第13回

進路指導の歴史と理論

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

キャリア・カウンセリング（教師の傾聴）【演習】

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

個に応じた進路指導：　発達特性を持つ生徒を例として

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

第10回

60分

キャリア教育概論

120分

120分

第15回

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】配布資料を読み、理解を深める。

60分

基礎的汎用的能力の育成【演習】

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】★学びの振り返り期末レポートを書く。

①キャリア教育先進校の実践事例研究
②学びの振り返り

【予習】教育に関するニュースに関心を持つ。
【復習】期末テストに備えて、総復習をする。

第14回
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質問がある場合は、リアクションペーパーに書く（次の授業の初めに教員からフィードバックを行う）。また、緊急を要する質問等がある
場合には、授業終了後に直接、教員にたずねる。

授業の方法
毎回、資料プリントを配付する。講義科目だが、テーマにより演習も行う。

成績評価の方法
①「学びの振り返り中間レポート」（20％）および、「学びの振り返り期末レポート」（20％）
②　授業への取り組み・貢献度（20％）
③　期末試験（40％）により、総合的に評価する。

【注意事項】　本科目は、教職課程科目である。教職志望の強い意志をもった学生の受講を希望する。授業の出席および参加態度を重視す
る。不真面目な授業態度や出席の不正等が見つかった場合には、厳しく対処し、単位を認定しないこともある。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
教職研究、教育原理、教育心理学

テキスト
「生徒指導提要」（平成22年3月　文部科学省）教育図書

参考書
「よくわかる学校心理学」　2013年　水野治久・石隈利紀・田村節子・田村修一・飯田順子 編著 ミネルヴァ書房
「キャリア教育概説」　2008年　日本キャリア教育学会編　東洋館出版社

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容・進め方・心構えと予習・復習の仕方等を説明する。
学校教育相談の目的と特徴はどのようなものか（第３章：問題２６）

【予習】テキスト第３章・問題２６を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学校教育相談の実際（１）不登校（第４章：問題26・問題27・問題28）
・不登校に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして不登校への対応について考える。
・登校刺激と家庭訪問、適応指導教室について理解する。

【予習】テキスト第４章：問題26・問題27・問題28）を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

生徒理解の理論・内容・方法（第３章：問題12・問題13・問題14）
・生徒理解の理論・内容・方法について理解する。

【予習】テキスト第３章：問題12・問題13・問題14を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

テーマ・概要
教育相談とは、生徒それぞれの発達に即して、望ましい人間関係を育て、生活によく適応させ、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助
を図ることを目的とした教育活動である。いじめ・不登校・発達障害・非行など教育場面における問題は複雑かつ深刻化している。教師と
して、教育相談およびカウンセリングについて理解を深め、生徒理解に必要な心理学的知識と実践的な相談技術を習得することは必須であ
る。したがって、その到達目標は、以下の4点とする。１）教育相談の意義と理論を理解する、２）さまざまな課題に関する基本的事項と
具体的な教育相談の進め方を理解する、３）教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的事柄を含む）を理解
する、４）教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

１．学校教育相談の意義と理論、カウンセリングについての基礎的知識を学ぶ
2．事例を通して、さまざまな課題に関する基本的事項と具体的な教育相談の進め方（生徒理解と対応について）を理解する
3．積極的傾聴を体験的に習得する
4.教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育相談 ａ

岩田　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291415301

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学校教育相談の実際（2）神経発達症群：発達障害と教室のなかの特別支援教育（第５章）
・発達障害に関する基本的事項を理解するとともに、事例をとおして、発達障害を適切に理解し、教室のなかで行う特別支援教
育について考える。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】30分
【復習】５０分

学校教育相談の実際（3）いじめ①（第4章：問題29・問題30・問題３７）
・重大ないじめ事案をとおして、いじめについてに関する基本的事項を理解するとともに、いじめの重大事態の対応について学
ぶ。

【予習】１０分
【復習】５０分

【予習】テキスト第７章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する

【予習】４０分
【復習】２０分

第9回 学校臨床に役に立つ心理支援（第７章）
・教師として知っておきたい臨床心理学の代表的な理論モデルと児童生徒への対応に活用できるを心理支援について概説する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第４章：問題29・問題30・問題37を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

学校教育相談の実際（3）いじめ②（続き）（第4章：問題31・第３章：問題18）事例検討をとおして、学校・学級におけるいじ
め防止の実践的対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題31・第３章問題18を熟読。
記事・書籍等でいじめ問題を把握しておく。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（4）非行（第４章：問題33・34・3５・40）・非行に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をと
おして、非行への対応について考える。
・暴力・薬物乱用等について理解し、その実践的対応について考える。

【予習】３０分
【復習】３０分

【予習】テキスト第４章：問題33・34・3５・40を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（５）インターネットにかかわる問題（第４章：問題33）
・インターネットにかかわる問題に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして、その対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題38を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。
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【復習】６０分

第11回

第12回

第13回

積極的傾聴の演習（１）第３章：問題15・16・17
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【予習】テキスト第３章：問題15・16・17熟読
【復習】ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（２）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（３）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

【予習】3０分
【復習】５０分

第10回

【復習】６０分

青年期にみられる精神医学的な問題（第６章）
・思春期・青年期に発現しやすい精神医学的問題について概説する。
・精神医学的問題の発見と対応について学ぶ。

【復習】６０分

【予習】３０分
【復習】３０分

第15回

【予習】テキスト第６章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する　。

【復習】６０分

その他のさまざまな課題への対応・個人情報の保護と連携による対応（第４章：問題36・問題38・問題39・問題40・第3章：問題
25）
・虐待・貧困・外国人ルーツ・性的マイノリティ・中途退学に関する基本的事項を概説する。
・個人情報の保護と情報開示・共有について概説する。

【予習】テキスト第４章：問題36・問題39・問題40・第3章：問題25熟読。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

授業のまとめ
・授業（事例検討やロールプレイによる演習）をとおして、自分自身への気づきを振り返る。
・教師としての自覚を点検する。

【復習】授業を振り返り、到達目標と自分の到達度とを点検し、不足している知識等を確認し、学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、予習を前提とした講義と、小グループによるディスカッション、事例検討、ロールプレイによる演習をとおして、教育相談を実践
的に学ぶ。また、毎回、授業の感想や質問に関するリアクション・ペーパーの提出を求める。普段から教育現場で起こるさまざまな問題へ
の関心をもつとともに、学んだ内容の整理に努めること。準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
なお、リアクションぺーパー、期末レポートのねらいは以下のとおりである。
・リアクション・ペーパー：各授業に参加して、学んだこと、感じたこと、思ったこと、疑問点を言語化し、各自の整理をすすめる。必要
に応じて、リアクション・ペーパーの内容について次の回の講義でフィードバックする予定である。
・期末レポート：教育相談におけるさまざまな課題について基本的事項の理解に基づき、事例を検討したうえで、教師と生徒の面接場面の
ロールプレイを行い、その逐語録を作成することにより、生徒理解と対応の理解度と積極的傾聴の習得を確認する。

成績評価の方法
授業への参加状況、演習における取り組みや毎回のリアクションペーパー等の平常点（40％）と期末レポート(60％)により総合的に評価す
る。
怠業による欠席・遅刻（30分以上、入室禁止）は減点対象になる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①学校教育相談・カウンセリングについての基本的事項を説明できる。
②事例をとおして、生徒理解と対応について検討することができる。
③積極的傾聴の技法を習得している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育心理学」「教育原論」「生活指導論」を取得できていることが望ましい。
また、「自己理解の心理学」や「心理学の基礎」を学んでいると役立つ。

テキスト
岩田淳子編2018『新編 生徒理解・指導と教育相談』（教育学のポイント・シリーズ）学文社
ISBN：978-4-7620-8

参考書
必要に応じて、授業のなかで紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容・進め方・心構えと予習・復習の仕方等を説明する。
学校教育相談の目的と特徴はどのようなものか（第３章：問題２６）

【予習】テキスト第３章・問題２６を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学校教育相談の実際（１）不登校（第４章：問題26・問題27・問題28）
・不登校に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして不登校への対応について考える。
・登校刺激と家庭訪問、適応指導教室について理解する。

【予習】テキスト第４章：問題26・問題27・問題28）を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

生徒理解の理論・内容・方法（第３章：問題12・問題13・問題14）
・生徒理解の理論・内容・方法について理解する。

【予習】テキスト第３章：問題12・問題13・問題14を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

テーマ・概要
教育相談とは、生徒それぞれの発達に即して、望ましい人間関係を育て、生活によく適応させ、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助
を図ることを目的とした教育活動である。いじめ・不登校・発達障害・非行など教育場面における問題は複雑かつ深刻化している。教師と
して、教育相談およびカウンセリングについて理解を深め、生徒理解に必要な心理学的知識と実践的な相談技術を習得することは必須であ
る。したがって、その到達目標は、以下の4点とする。１）教育相談の意義と理論を理解する、２）さまざまな課題に関する基本的事項と
具体的な教育相談の進め方を理解する、３）教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的事柄を含む）を理解
する、４）教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

１．学校教育相談の意義と理論、カウンセリングについての基礎的知識を学ぶ
2．事例を通して、さまざまな課題に関する基本的事項と具体的な教育相談の進め方（生徒理解と対応について）を理解する
3．積極的傾聴を体験的に習得する
4.教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育相談 ｂ

岩田　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291415301

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校教育相談の実際（2）神経発達症群：発達障害と教室のなかの特別支援教育（第５章）
・発達障害に関する基本的事項を理解するとともに、事例をとおして、発達障害を適切に理解し、教室のなかで行う特別支援教
育について考える。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】30分
【復習】５０分

学校教育相談の実際（3）いじめ①（第4章：問題29・問題30・問題３７）
・重大ないじめ事案をとおして、いじめについてに関する基本的事項を理解するとともに、いじめの重大事態の対応について学
ぶ。

【予習】１０分
【復習】５０分

【予習】テキスト第７章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する

【予習】４０分
【復習】２０分

第9回 学校臨床に役に立つ心理支援（第７章）
・教師として知っておきたい臨床心理学の代表的な理論モデルと児童生徒への対応に活用できるを心理支援について概説する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第４章：問題29・問題30・問題37を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

学校教育相談の実際（3）いじめ②（続き）（第4章：問題31・第３章：問題18）事例検討をとおして、学校・学級におけるいじ
め防止の実践的対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題31・第３章問題18を熟読。
記事・書籍等でいじめ問題を把握しておく。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（4）非行（第４章：問題33・34・3５・40）・非行に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をと
おして、非行への対応について考える。
・暴力・薬物乱用等について理解し、その実践的対応について考える。

【予習】３０分
【復習】３０分

【予習】テキスト第４章：問題33・34・3５・40を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（５）インターネットにかかわる問題（第４章：問題33）
・インターネットにかかわる問題に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして、その対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題38を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。
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【復習】６０分

第11回

第12回

第13回

積極的傾聴の演習（１）第３章：問題15・16・17
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【予習】テキスト第３章：問題15・16・17熟読
【復習】ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（２）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（３）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

【予習】3０分
【復習】５０分

第10回

【復習】６０分

青年期にみられる精神医学的な問題（第６章）
・思春期・青年期に発現しやすい精神医学的問題について概説する。
・精神医学的問題の発見と対応について学ぶ。

【復習】６０分

【予習】３０分
【復習】３０分

第15回

【予習】テキスト第６章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する　。

【復習】６０分

その他のさまざまな課題への対応・個人情報の保護と連携による対応（第４章：問題36・問題38・問題39・問題40・第3章：問題
25）
・虐待・貧困・外国人ルーツ・性的マイノリティ・中途退学に関する基本的事項を概説する。
・個人情報の保護と情報開示・共有について概説する。

【予習】テキスト第４章：問題36・問題39・問題40・第3章：問題25熟読。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

授業のまとめ
・授業（事例検討やロールプレイによる演習）をとおして、自分自身への気づきを振り返る。
・教師としての自覚を点検する。

【復習】授業を振り返り、到達目標と自分の到達度とを点検し、不足している知識等を確認し、学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、予習を前提とした講義と、小グループによるディスカッション、事例検討、ロールプレイによる演習をとおして、教育相談を実践
的に学ぶ。また、毎回、授業の感想や質問に関するリアクション・ペーパーの提出を求める。普段から教育現場で起こるさまざまな問題へ
の関心をもつとともに、学んだ内容の整理に努めること。準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
なお、リアクションぺーパー、期末レポートのねらいは以下のとおりである。
・リアクション・ペーパー：各授業に参加して、学んだこと、感じたこと、思ったこと、疑問点を言語化し、各自の整理をすすめる。必要
に応じて、リアクション・ペーパーの内容について次の回の講義でフィードバックする予定である。
・期末レポート：教育相談におけるさまざまな課題について基本的事項の理解に基づき、事例を検討したうえで、教師と生徒の面接場面の
ロールプレイを行い、その逐語録を作成することにより、生徒理解と対応の理解度と積極的傾聴の習得を確認する。

成績評価の方法
授業への参加状況、演習における取り組みや毎回のリアクションペーパー等の平常点（40％）と期末レポート(60％)により総合的に評価す
る。
怠業による欠席・遅刻（30分以上、入室禁止）は減点対象になる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①学校教育相談・カウンセリングについての基本的事項を説明できる。
②事例をとおして、生徒理解と対応について検討することができる。
③積極的傾聴の技法を習得している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育心理学」「教育原論」「生活指導論」を取得できていることが望ましい。
また、「自己理解の心理学」や「心理学の基礎」を学んでいると役立つ。

テキスト
岩田淳子編2018『新編 生徒理解・指導と教育相談』（教育学のポイント・シリーズ）学文社
ISBN：978-4-7620-8

参考書
必要に応じて、授業のなかで紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
・授業の内容・進め方・心構えと予習・復習の仕方等を説明する。
学校教育相談の目的と特徴はどのようなものか（第３章：問題２６）

【予習】テキスト第３章・問題２６を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

学校教育相談の実際（１）不登校（第４章：問題26・問題27・問題28）
・不登校に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして不登校への対応について考える。
・登校刺激と家庭訪問、適応指導教室について理解する。

【予習】テキスト第４章：問題26・問題27・問題28）を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

生徒理解の理論・内容・方法（第３章：問題12・問題13・問題14）
・生徒理解の理論・内容・方法について理解する。

【予習】テキスト第３章：問題12・問題13・問題14を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】１０分
【復習】５０分

テーマ・概要
教育相談とは、生徒それぞれの発達に即して、望ましい人間関係を育て、生活によく適応させ、自己理解を深めさせ、人格の成長への援助
を図ることを目的とした教育活動である。いじめ・不登校・発達障害・非行など教育場面における問題は複雑かつ深刻化している。教師と
して、教育相談およびカウンセリングについて理解を深め、生徒理解に必要な心理学的知識と実践的な相談技術を習得することは必須であ
る。したがって、その到達目標は、以下の4点とする。１）教育相談の意義と理論を理解する、２）さまざまな課題に関する基本的事項と
具体的な教育相談の進め方を理解する、３）教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的事柄を含む）を理解
する、４）教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

１．学校教育相談の意義と理論、カウンセリングについての基礎的知識を学ぶ
2．事例を通して、さまざまな課題に関する基本的事項と具体的な教育相談の進め方（生徒理解と対応について）を理解する
3．積極的傾聴を体験的に習得する
4.教育相談の組織的な取り組みや連携の必要性を理解する。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育相談 ｃ

岩田　淳子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291415301

2 2019年度 前期
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第4回

第5回

第6回

学校教育相談の実際（2）神経発達症群：発達障害と教室のなかの特別支援教育（第５章）
・発達障害に関する基本的事項を理解するとともに、事例をとおして、発達障害を適切に理解し、教室のなかで行う特別支援教
育について考える。

【予習】テキスト第5章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】30分
【復習】５０分

学校教育相談の実際（3）いじめ①（第4章：問題29・問題30・問題３７）
・重大ないじめ事案をとおして、いじめについてに関する基本的事項を理解するとともに、いじめの重大事態の対応について学
ぶ。

【予習】１０分
【復習】５０分

【予習】テキスト第７章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する

【予習】４０分
【復習】２０分

第9回 学校臨床に役に立つ心理支援（第７章）
・教師として知っておきたい臨床心理学の代表的な理論モデルと児童生徒への対応に活用できるを心理支援について概説する。

第7回

第8回

【予習】テキスト第４章：問題29・問題30・問題37を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

学校教育相談の実際（3）いじめ②（続き）（第4章：問題31・第３章：問題18）事例検討をとおして、学校・学級におけるいじ
め防止の実践的対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題31・第３章問題18を熟読。
記事・書籍等でいじめ問題を把握しておく。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（4）非行（第４章：問題33・34・3５・40）・非行に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をと
おして、非行への対応について考える。
・暴力・薬物乱用等について理解し、その実践的対応について考える。

【予習】３０分
【復習】３０分

【予習】テキスト第４章：問題33・34・3５・40を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

【予習】３０分
【復習】３０分

学校教育相談の実際（５）インターネットにかかわる問題（第４章：問題33）
・インターネットにかかわる問題に関する基本的事項を理解するとともに、事例検討をとおして、その対応について考える。

【予習】テキスト第４章：問題38を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。
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【復習】６０分

第11回

第12回

第13回

積極的傾聴の演習（１）第３章：問題15・16・17
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【予習】テキスト第３章：問題15・16・17熟読
【復習】ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（２）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

積極的傾聴の演習（３）続き
・ロールプレイによる積極的傾聴の演習を行う。

【復習】逐語録を作成する。
ロールプレイによる積極的傾聴の実習を振り返り、自分の聴き方の課題を整理する。

【予習】3０分
【復習】５０分

第10回

【復習】６０分

青年期にみられる精神医学的な問題（第６章）
・思春期・青年期に発現しやすい精神医学的問題について概説する。
・精神医学的問題の発見と対応について学ぶ。

【復習】６０分

【予習】３０分
【復習】３０分

第15回

【予習】テキスト第６章を熟読
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する　。

【復習】６０分

その他のさまざまな課題への対応・個人情報の保護と連携による対応（第４章：問題36・問題38・問題39・問題40・第3章：問題
25）
・虐待・貧困・外国人ルーツ・性的マイノリティ・中途退学に関する基本的事項を概説する。
・個人情報の保護と情報開示・共有について概説する。

【予習】テキスト第４章：問題36・問題39・問題40・第3章：問題25熟読。
【復習】主要トピックやキーワードを振り返り、理解を深めるとともに、自分なりの意見や見解を整理
する。

授業のまとめ
・授業（事例検討やロールプレイによる演習）をとおして、自分自身への気づきを振り返る。
・教師としての自覚を点検する。

【復習】授業を振り返り、到達目標と自分の到達度とを点検し、不足している知識等を確認し、学修す
る。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業は、予習を前提とした講義と、小グループによるディスカッション、事例検討、ロールプレイによる演習をとおして、教育相談を実践
的に学ぶ。また、毎回、授業の感想や質問に関するリアクション・ペーパーの提出を求める。普段から教育現場で起こるさまざまな問題へ
の関心をもつとともに、学んだ内容の整理に努めること。準備学修の時間はあくまで目安であって、各自の理解度に応じて取り組むこと。
なお、リアクションぺーパー、期末レポートのねらいは以下のとおりである。
・リアクション・ペーパー：各授業に参加して、学んだこと、感じたこと、思ったこと、疑問点を言語化し、各自の整理をすすめる。必要
に応じて、リアクション・ペーパーの内容について次の回の講義でフィードバックする予定である。
・期末レポート：教育相談におけるさまざまな課題について基本的事項の理解に基づき、事例を検討したうえで、教師と生徒の面接場面の
ロールプレイを行い、その逐語録を作成することにより、生徒理解と対応の理解度と積極的傾聴の習得を確認する。

成績評価の方法
授業への参加状況、演習における取り組みや毎回のリアクションペーパー等の平常点（40％）と期末レポート(60％)により総合的に評価す
る。
怠業による欠席・遅刻（30分以上、入室禁止）は減点対象になる。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
次の点に着目し、その到達度により評価する。
①学校教育相談・カウンセリングについての基本的事項を説明できる。
②事例をとおして、生徒理解と対応について検討することができる。
③積極的傾聴の技法を習得している。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
「教育心理学」「教育原論」「生活指導論」を取得できていることが望ましい。
また、「自己理解の心理学」や「心理学の基礎」を学んでいると役立つ。

テキスト
岩田淳子編2018『新編 生徒理解・指導と教育相談』（教育学のポイント・シリーズ）学文社
ISBN：978-4-7620-8

参考書
必要に応じて、授業のなかで紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス―本講座を受ける上での注意事項・本講座の目標について―

【復習】教職課程における授業の位置づけ及び授業の概要、到達目標について理解すること。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

心理教育的アセスメント―児童生徒についての情報をどのように収集したらよいか？－

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教育相談とは？―教育相談と生徒指導の違い等を理解し、教育相談について理解を深める―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

テーマ・概要
今日、学校現場では、子どもをめぐって不登校などの様々な問題が起きており、教師は、問題を抱える子どもに対して、心理的、教育的な
援助を行なっていくことを求められています。また、援助を行う際には、他の教師・保護者と協力することが重要となります。そこで、本
講座では、まず、問題を抱える児童生徒を理解、援助していく上での基礎知識と技法（教育相談の背景にあるカウンセリングの理論を含
む）を概観します。次に、心理的、教育的な援助を積極的に実施している教師や学校の取り組みを紹介しながら、教師自身がどのように児
童生徒を支援しているか、また、教師が他の教師・カウンセラー・保護者と協力してどのような取り組みをしているのかということを実例
に即して学ぶことを目的とします。

子どもを取り巻く問題を把握し、それらに対する支援・指導を行なっていく上での基礎知識と技法を理解することを目標とする（教育相談
の背景にあるカウンセリングの理論を含む）

到達目標

授業の計画と準備学修

教育相談 ｄ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21291415301

2 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

問題行動に対する予防的アプローチと治療的アプローチ―問題行動へのさまざまな対処方法について―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

教師による生徒理解と傾聴―構成的グループエンカウンターを用いて―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

第9回 いじめ―いじめの定義を確認し、いじめについての基礎的知識について理解を深める―

第7回

第8回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

心理療法①―来談者中心療法、フロイトの心理療法―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

心理療法②―行動療法、論理療法―

60分

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

カウンセリングの実際―ロールプレイによる心理療法の体験―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。
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60分

第11回

第12回

第13回

いじめにどう関わるか①―ネットを用いたいじめの事例―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

いじめにどう関わるか②―ブリーフセラピーの理論を援用して―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

不登校―不登校の定義を確認し、不登校についての基礎的知識について理解を深める―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

60分

第10回

60分

不登校にどう関わるか―中学3年生の不登校の事例―

60分

60分

第15回

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。 60分

集団の意思決定についてのグループワーク―他の教員、スクールカウンセラーなどとの連携のために―

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

ひきこもりについてと授業のまとめ

【復習】授業で扱った概念について説明できるようにすること。

第14回
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授業終了後に教室で受け付けます。

授業の方法
基本的には、プリントを毎回配布し、それに基づき、主に、講義形式で授業を行います。授業では、グループでの話し合い・発表等を適宜
求めるので、積極的に、グループでの活動に参加して欲しいと思います。

成績評価の方法
期末レポート（約80％）と授業内（約20％）のレポートの結果により評価します。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
必要な予備知識は教育心理学の講義で扱った内容となります。また、本講座で学習した内容は授業教職実践演習での基礎知識となります。

テキスト
教科書は使いません。プリントに基づき授業を行います。

参考書
『生徒指導提要』（文部科学省）、『エンカウンターで学級が変わるPart３』　（國分康孝（監修）、図書文化社）等。その他の参考書は
授業中に適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教育実習の全体像、教育実習の意義と課題、実習生の責任、立場、心構え

【予習】シラバスを読み、この授業の構成について理解する。
テキストⅠ部１を熟読する。
【復習】教育実習の内容、実習生としてのあり方について確認する。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基礎学力の確認のための学力テスト①(中学校レベル)

【予習】自分の実習教科の高校入試問題を解く準備をする。
【復習】基礎学力を見直す。

120分

教師の役割と求められる諸技能、自己の力量分析

【予習】ポータルサイトの履修カルテ　教職3-A「教育実習研究」履修前振り返りを記入し、第２回の
授業時に印刷し、提出する。
テキストⅡ部3.4を熟読する。
【復習】教師に求められる諸技能、自分に足りないところを確認する。

90分

テーマ・概要
テーマは、次年度の教育実習に向けて、実習を充実させるためにその事前準備をするための科目である。
概要は、以下の三点である。
一つめは、教育実習にあたって、教育実習の意義と課題の確認を行う。
二つめは、教師という立場で必要な基礎知識を充実する。
三つめは、発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上する。
教育実習に対する不安の解消を図り、誠実に取り組む必要性を認識し、教育実習に取り組む責任感、実習生としての立場の自覚とその心構
えを養い、教育実習の実効をあげようとする意欲を育む。

来年の教育実習に向け、事前に身に付けておくべき基礎的基本的知識・技能を修得する。
・教育実習の意義と課題の確認をすることができる。
・教育実習において、教師という立場で必要な基礎知識を充実させることができる。
・発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育実習研究 ａ

喜岡　淳治

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11191417001

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校を巡る教育課題と改革の動き

【予習】文部科学省のホームページ、テキストⅠ部２を熟読する。
学習指導要領の総則を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

90分

授業づくりの要諦、教科内容・教材研究、教材提示と指導言の研究
授業観察の視点

90分

【予習】学校見学で学んだ内容を発表できるようにする。
【復習】グループ学習における振り返りを確認する。

90分

第9回 学校見学の振り返り

第7回

第8回

【予習】テキストⅡ部5、6を熟読する。
実習する教科の学習指導要領解説を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

4年生による教育実習報告

レポート　４年生による教育実習の報告について、レポートを作成する。 120分

教育採用試験合格者からの講話

120分

レポート　教員採用試験合格者からの講話についてレポートを作成する。 120分

学校見学(近隣中学校)

【予習】見学先の中学校のHPにある学校の教育課程、授業改善推進プランを熟読する。
レポート　授業見学についてのレポートを作成する。
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60分

第11回

第12回

第13回

教科外指導と生徒との対応における課題

【予習】テキストⅡ部７を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能①

【復習】発声と話し方の内容を練習する。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能②
前時の学びを活かして、自己紹介を発表する。

【予習】３分間の自己紹介を準備する。
【復習】他者との意見交流を行い、指摘されたところを修正する。

90分

第10回

90分

実践的基礎技能の向上－文字メディア作成上の要点と技能

120分

120分

第15回

【予習】保護者会の連絡を準備する。
【復習】板書、保護者への連絡等、具体的な例について、確認する。

90分

教育実習におけるテーマ・着眼点の準備

【予習】教育実習校をホームページにおいて確認する。
【復習】教育実習における研究テーマの候補とテーマ設定の理由を考える。

まとめ
基礎学力の確認のための学力テスト②(高校レベル)

【予習】履修カルテ教職3-Aに記入した内容を再確認し、改善したかを検討し、教職3-B「教育実習研
究」履修後振り返りを記入する。
自分の実習教科の大学入試問題を解く準備をする。
【復習】教育実習までの自己の課題を整理する。

第14回
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ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義・グループワーク・体験活動によって行う。
その都度、レポート等の課題が課せられる。
学校見学は授業時間とは別に行う。

成績評価の方法
小レポート、期末レポート、発表、課題提出物によって、総合的に評価する。
基礎知識や技能の実行力を身につけるように常に努力すること。
無断の欠席、社会通念上やむを得ない理由によらない欠席は厳禁。欠席・遅刻の場合は、すぐに担当教員のメールアドレスに連絡を入れる
こと。
特に、大学の外に出て活動するときにも、誠実に取り組むこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
次年度の教育実習ができるための前提要件を、今年中に満たすことが見込まれていることが必要。
この科目の単位修得は、教育実習を履修するための前提要件である。

テキスト
特になし。

参考書
文部科学省『(実習予定教科の)学習指導要領解説』
中等教育実習「事前・事後指導」教育実習で成長するために 土井進著 ジダイ社 ISBN978-4-909124-04-3 1,500円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教育実習の全体像、教育実習の意義と課題、実習生の責任、立場、心構え

【予習】シラバスを読み、この授業の構成について理解する。
テキストⅠ部１を熟読する。
【復習】教育実習の内容、実習生としてのあり方について確認する。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基礎学力の確認のための学力テスト①(中学校レベル)

【予習】自分の実習教科の高校入試問題を解く準備をする。
【復習】基礎学力を見直す。

120分

教師の役割と求められる諸技能、自己の力量分析

【予習】ポータルサイトの履修カルテ　教職3-A「教育実習研究」履修前振り返りを記入し、第２回の
授業時に印刷し、提出する。
テキストⅡ部3.4を熟読する。
【復習】教師に求められる諸技能、自分に足りないところを確認する。

90分

テーマ・概要
テーマは、次年度の教育実習に向けて、実習を充実させるためにその事前準備をするための科目である。
概要は、以下の三点である。
一つめは、教育実習にあたって、教育実習の意義と課題の確認を行う。
二つめは、教師という立場で必要な基礎知識を充実する。
三つめは、発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上する。
教育実習に対する不安の解消を図り、誠実に取り組む必要性を認識し、教育実習に取り組む責任感、実習生としての立場の自覚とその心構
えを養い、教育実習の実効をあげようとする意欲を育む。

来年の教育実習に向け、事前に身に付けておくべき基礎的基本的知識・技能を修得する。
・教育実習の意義と課題の確認をすることができる。
・教育実習において、教師という立場で必要な基礎知識を充実させることができる。
・発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育実習研究 ｂ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11191417001

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校を巡る教育課題と改革の動き

【予習】文部科学省のホームページ、テキストⅠ部２を熟読する。
学習指導要領の総則を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

90分

授業づくりの要諦、教科内容・教材研究、教材提示と指導言の研究
授業観察の視点

90分

【予習】学校見学で学んだ内容を発表できるようにする。
【復習】グループ学習における振り返りを確認する。

90分

第9回 学校見学の振り返り

第7回

第8回

【予習】テキストⅡ部5、6を熟読する。
実習する教科の学習指導要領解説を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

4年生による教育実習報告

レポート　４年生による教育実習の報告について、レポートを作成する。 120分

教育採用試験合格者からの講話

120分

レポート　教員採用試験合格者からの講話についてレポートを作成する。 120分

学校見学(近隣中学校)

【予習】見学先の中学校のHPにある学校の教育課程、授業改善推進プランを熟読する。
レポート　授業見学についてのレポートを作成する。

- 2274 -



60分

第11回

第12回

第13回

教科外指導と生徒との対応における課題

【予習】テキストⅡ部７を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能①

【復習】発声と話し方の内容を練習する。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能②
前時の学びを活かして、自己紹介を発表する。

【予習】３分間の自己紹介を準備する。
【復習】他者との意見交流を行い、指摘されたところを修正する。

90分

第10回

90分

実践的基礎技能の向上－文字メディア作成上の要点と技能

120分

120分

第15回

【予習】保護者会の連絡を準備する。
【復習】板書、保護者への連絡等、具体的な例について、確認する。

90分

教育実習におけるテーマ・着眼点の準備

【予習】教育実習校をホームページにおいて確認する。
【復習】教育実習における研究テーマの候補とテーマ設定の理由を考える。

まとめ
基礎学力の確認のための学力テスト②(高校レベル)

【予習】履修カルテ教職3-Aに記入した内容を再確認し、改善したかを検討し、教職3-B「教育実習研
究」履修後振り返りを記入する。
自分の実習教科の大学入試問題を解く準備をする。
【復習】教育実習までの自己の課題を整理する。

第14回

- 2275 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義・グループワーク・体験活動によって行う。
その都度、レポート等の課題が課せられる。
学校見学は授業時間とは別に行う。

成績評価の方法
小レポート、期末レポート、発表、課題提出物によって、総合的に評価する。
基礎知識や技能の実行力を身につけるように常に努力すること。
無断の欠席、社会通念上やむを得ない理由によらない欠席は厳禁。欠席・遅刻の場合は、すぐに担当教員のメールアドレスに連絡を入れる
こと。
特に、大学の外に出て活動するときにも、誠実に取り組むこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
次年度の教育実習ができるための前提要件を、今年中に満たすことが見込まれていることが必要。
この科目の単位修得は、教育実習を履修するための前提要件である。

テキスト
特になし。

参考書
文部科学省『(実習予定教科の)学習指導要領解説』
中等教育実習「事前・事後指導」教育実習で成長するために 土井進著 ジダイ社 ISBN978-4-909124-04-3 1,500円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2276 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教育実習の全体像、教育実習の意義と課題、実習生の責任、立場、心構え

【予習】シラバスを読み、この授業の構成について理解する。
テキストⅠ部１を熟読する。
【復習】教育実習の内容、実習生としてのあり方について確認する。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基礎学力の確認のための学力テスト①(中学校レベル)

【予習】自分の実習教科の高校入試問題を解く準備をする。
【復習】基礎学力を見直す。

120分

教師の役割と求められる諸技能、自己の力量分析

【予習】ポータルサイトの履修カルテ　教職3-A「教育実習研究」履修前振り返りを記入し、第２回の
授業時に印刷し、提出する。
テキストⅡ部3.4を熟読する。
【復習】教師に求められる諸技能、自分に足りないところを確認する。

90分

テーマ・概要
テーマは、次年度の教育実習に向けて、実習を充実させるためにその事前準備をするための科目である。
概要は、以下の三点である。
一つめは、教育実習にあたって、教育実習の意義と課題の確認を行う。
二つめは、教師という立場で必要な基礎知識を充実する。
三つめは、発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上する。
教育実習に対する不安の解消を図り、誠実に取り組む必要性を認識し、教育実習に取り組む責任感、実習生としての立場の自覚とその心構
えを養い、教育実習の実効をあげようとする意欲を育む。

来年の教育実習に向け、事前に身に付けておくべき基礎的基本的知識・技能を修得する。
・教育実習の意義と課題の確認をすることができる。
・教育実習において、教師という立場で必要な基礎知識を充実させることができる。
・発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育実習研究 ｃ

松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11191417001

3 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

学校を巡る教育課題と改革の動き

【予習】文部科学省のホームページ、テキストⅠ部２を熟読する。
学習指導要領の総則を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

90分

授業づくりの要諦、教科内容・教材研究、教材提示と指導言の研究
授業観察の視点

90分

【予習】学校見学で学んだ内容を発表できるようにする。
【復習】グループ学習における振り返りを確認する。

90分

第9回 学校見学の振り返り

第7回

第8回

【予習】テキストⅡ部5、6を熟読する。
実習する教科の学習指導要領解説を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

4年生による教育実習報告

レポート　４年生による教育実習の報告について、レポートを作成する。 120分

教育採用試験合格者からの講話

120分

レポート　教員採用試験合格者からの講話についてレポートを作成する。 120分

学校見学(近隣中学校)

【予習】見学先の中学校のHPにある学校の教育課程、授業改善推進プランを熟読する。
レポート　授業見学についてのレポートを作成する。

- 2278 -



60分

第11回

第12回

第13回

教科外指導と生徒との対応における課題

【予習】テキストⅡ部７を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能①

【復習】発声と話し方の内容を練習する。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能②
前時の学びを活かして、自己紹介を発表する。

【予習】３分間の自己紹介を準備する。
【復習】他者との意見交流を行い、指摘されたところを修正する。

90分

第10回

90分

実践的基礎技能の向上－文字メディア作成上の要点と技能

120分

120分

第15回

【予習】保護者会の連絡を準備する。
【復習】板書、保護者への連絡等、具体的な例について、確認する。

90分

教育実習におけるテーマ・着眼点の準備

【予習】教育実習校をホームページにおいて確認する。
【復習】教育実習における研究テーマの候補とテーマ設定の理由を考える。

まとめ
基礎学力の確認のための学力テスト②(高校レベル)

【予習】履修カルテ教職3-Aに記入した内容を再確認し、改善したかを検討し、教職3-B「教育実習研
究」履修後振り返りを記入する。
自分の実習教科の大学入試問題を解く準備をする。
【復習】教育実習までの自己の課題を整理する。

第14回

- 2279 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義・グループワーク・体験活動によって行う。
その都度、レポート等の課題が課せられる。
学校見学は授業時間とは別に行う。

成績評価の方法
小レポート、期末レポート、発表、課題提出物によって、総合的に評価する。
基礎知識や技能の実行力を身につけるように常に努力すること。
無断の欠席、社会通念上やむを得ない理由によらない欠席は厳禁。欠席・遅刻の場合は、すぐに担当教員のメールアドレスに連絡を入れる
こと。
特に、大学の外に出て活動するときにも、誠実に取り組むこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
次年度の教育実習ができるための前提要件を、今年中に満たすことが見込まれていることが必要。
この科目の単位修得は、教育実習を履修するための前提要件である。

テキスト
特になし。

参考書
文部科学省『(実習予定教科の)学習指導要領解説』
中等教育実習「事前・事後指導」教育実習で成長するために 土井進著 ジダイ社 ISBN978-4-909124-04-3 1,500円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2280 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

教育実習の全体像、教育実習の意義と課題、実習生の責任、立場、心構え

【予習】シラバスを読み、この授業の構成について理解する。
テキストⅠ部１を熟読する。
【復習】教育実習の内容、実習生としてのあり方について確認する。

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

基礎学力の確認のための学力テスト①(中学校レベル)

【予習】自分の実習教科の高校入試問題を解く準備をする。
【復習】基礎学力を見直す。

120分

教師の役割と求められる諸技能、自己の力量分析

【予習】ポータルサイトの履修カルテ　教職3-A「教育実習研究」履修前振り返りを記入し、第２回の
授業時に印刷し、提出する。
テキストⅡ部3.4を熟読する。
【復習】教師に求められる諸技能、自分に足りないところを確認する。

90分

テーマ・概要
テーマは、次年度の教育実習に向けて、実習を充実させるためにその事前準備をするための科目である。
概要は、以下の三点である。
一つめは、教育実習にあたって、教育実習の意義と課題の確認を行う。
二つめは、教師という立場で必要な基礎知識を充実する。
三つめは、発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上する。
教育実習に対する不安の解消を図り、誠実に取り組む必要性を認識し、教育実習に取り組む責任感、実習生としての立場の自覚とその心構
えを養い、教育実習の実効をあげようとする意欲を育む。

来年の教育実習に向け、事前に身に付けておくべき基礎的基本的知識・技能を修得する。
・教育実習の意義と課題の確認をすることができる。
・教育実習において、教師という立場で必要な基礎知識を充実させることができる。
・発声・話し方の音声コミュニケーション能力、板書・プリントづくりの文字媒体の作成能力のレベルを向上させる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教育実習研究 ｄ

宮下　敦

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 11191417001

3 2019年度 後期

- 2281 -



第4回

第5回

第6回

学校を巡る教育課題と改革の動き

【予習】文部科学省のホームページ、テキストⅠ部２を熟読する。
学習指導要領の総則を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

90分

授業づくりの要諦、教科内容・教材研究、教材提示と指導言の研究
授業観察の視点

90分

【予習】学校見学で学んだ内容を発表できるようにする。
【復習】グループ学習における振り返りを確認する。

90分

第9回 学校見学の振り返り

第7回

第8回

【予習】テキストⅡ部5、6を熟読する。
実習する教科の学習指導要領解説を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

4年生による教育実習報告

レポート　４年生による教育実習の報告について、レポートを作成する。 120分

教育採用試験合格者からの講話

120分

レポート　教員採用試験合格者からの講話についてレポートを作成する。 120分

学校見学(近隣中学校)

【予習】見学先の中学校のHPにある学校の教育課程、授業改善推進プランを熟読する。
レポート　授業見学についてのレポートを作成する。

- 2282 -



60分

第11回

第12回

第13回

教科外指導と生徒との対応における課題

【予習】テキストⅡ部７を熟読する。
【復習】内容について説明をする。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能①

【復習】発声と話し方の内容を練習する。

実践的基礎技能の向上－発声と話し方の技能②
前時の学びを活かして、自己紹介を発表する。

【予習】３分間の自己紹介を準備する。
【復習】他者との意見交流を行い、指摘されたところを修正する。

90分

第10回

90分

実践的基礎技能の向上－文字メディア作成上の要点と技能

120分

120分

第15回

【予習】保護者会の連絡を準備する。
【復習】板書、保護者への連絡等、具体的な例について、確認する。

90分

教育実習におけるテーマ・着眼点の準備

【予習】教育実習校をホームページにおいて確認する。
【復習】教育実習における研究テーマの候補とテーマ設定の理由を考える。

まとめ
基礎学力の確認のための学力テスト②(高校レベル)

【予習】履修カルテ教職3-Aに記入した内容を再確認し、改善したかを検討し、教職3-B「教育実習研
究」履修後振り返りを記入する。
自分の実習教科の大学入試問題を解く準備をする。
【復習】教育実習までの自己の課題を整理する。

第14回

- 2283 -



ポータルサイトで周知する。

授業の方法
講義・グループワーク・体験活動によって行う。
その都度、レポート等の課題が課せられる。
学校見学は授業時間とは別に行う。

成績評価の方法
小レポート、期末レポート、発表、課題提出物によって、総合的に評価する。
基礎知識や技能の実行力を身につけるように常に努力すること。
無断の欠席、社会通念上やむを得ない理由によらない欠席は厳禁。欠席・遅刻の場合は、すぐに担当教員のメールアドレスに連絡を入れる
こと。
特に、大学の外に出て活動するときにも、誠実に取り組むこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
次年度の教育実習ができるための前提要件を、今年中に満たすことが見込まれていることが必要。
この科目の単位修得は、教育実習を履修するための前提要件である。

テキスト
特になし。

参考書
文部科学省『(実習予定教科の)学習指導要領解説』
中等教育実習「事前・事後指導」教育実習で成長するために 土井進著 ジダイ社 ISBN978-4-909124-04-3 1,500円＋税

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2284 -



単位数

開講時期

到達目標

科目名 教育実習（中・高） a

教員名 喜岡　淳治

科目ナンバー 1191418001 5

配当年次 4 2019年度 前期～後期

テーマ・概要
テーマ : ４年次において教育実習に取り組む必修科目。教育実習に行く意義とその取り組むべき内容の確認。
概要 : 中学校・高等学校両免許希望者と、高等学校教員免許のみ取得希望者が対象。事前指導として、学校現場に教
　　育実習へ行く前に、実習に向けた実践的な学習を行う。実習の意義と課題、実際に取り組むべき内容、教科指導
　　の実践力、教科外指導の取り組み方などを学ぶ。
　　　その後、５月から11月にかけて各学校で教育実習を行う。
　　　教育実習終了後、前期末および後期に実習報告会による事後指導を行う。実習における観察・実践の成果と研
　　究課題についての省察を行う。

1　 実習ノートの使い方１、教育実習の概要、意義と目的、実践課題、実践研究の意味、研究テーマ
2　 教育実習に向けた基礎教養、教育目標、教育課程と学校組織
3   実習ノートの使い方２、授業観察の視点、教科指導の留意点と課題、実践研究着眼点の構想
4　 特別活動、生徒理解、指導の視点と留意点
5　 学力評価、学習指導案の書き方、人権の問題、教員採用について
　　−　前期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
6　 教育実習事後指導1
7　 教育実習事後指導2
8   教育実習事後指導3
　　 −　後期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
9　 教育実習事後指導4
10  教育実習事後指導5
※教採合格者等はファイナル実習を行うことができる。

１　学校教育の実際について、体験的、総合的な認識を得ることができる。
２　生徒の成長発達の促進に適用する実践的能力の基礎を形成することができる。
３　教育実践に関する問題解決や創意工夫に必要な研究的な態度と能力の基礎を形成することができる。
４　教育者としての愛情と使命感を深め、自己の教員としての能力や適性についての自覚を得ることができる。

授業の計画と準備学修
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授業の方法
事前指導は、講義および討議。事後指導は、発表と討議が中心。

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
　事前・事後指導における小テスト・レポート、発表、実習終了後の研究レポート、実習ノート、学習指導案、実習校から提出される教育
実習成績評価などによって総合的に評価する。レポート、実習ノート類の提出は不可欠。
  事前指導、事後指導は毎回の出席が必須義務。やむを得ない事情で欠席・遅刻しなければならなくなったときは、すぐに担当教員のメー
ルアドレスに連絡すること。無断欠席は厳禁。
　特に、教育実習についての事前指導は、欠席した場合には、必ず補講を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『教職課程履修ガイド』で示されている要件を満たしていないと履修できないので、良く読んで留意すること。

テキスト
『テキスト　中等教育実習　「事前・事後指導」教育実習で成長するために』 土井進著、ジダイ社（三年次の教育実習研究の授業で配布
済み）
  『教育実習ノート(4年次実習用)』 成蹊大学教職課程編　（初回の授業で配布予定）
 『新中学校学習指導要領　2021年度開始』　『新高等学校学習指導要領　2022年度使用開始』　文部科学省　
  実習校で採択している教科書

参考書
講義内で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 教育実習（中・高） b

教員名 馬上　美知

科目ナンバー 1191418001 5

配当年次 4 2019年度 前期～後期

テーマ・概要
テーマ : ４年次において教育実習に取り組む必修科目。教育実習に行く意義とその取り組むべき内容の確認。
概要 : 中学校・高等学校両免許希望者と、高等学校教員免許のみ取得希望者が対象。事前指導として、学校現場に教
　　育実習へ行く前に、実習に向けた実践的な学習を行う。実習の意義と課題、実際に取り組むべき内容、教科指導
　　の実践力、教科外指導の取り組み方などを学ぶ。
　　　その後、５月から11月にかけて各学校で教育実習を行う。
　　　教育実習終了後、前期末および後期に実習報告会による事後指導を行う。実習における観察・実践の成果と研
　　究課題についての省察を行う。

1　 実習ノートの使い方１、教育実習の概要、意義と目的、実践課題、実践研究の意味、研究テーマ
2　 教育実習に向けた基礎教養、教育目標、教育課程と学校組織
3   実習ノートの使い方２、授業観察の視点、教科指導の留意点と課題、実践研究着眼点の構想
4　 特別活動、生徒理解、指導の視点と留意点
5　 学力評価、学習指導案の書き方、人権の問題、教員採用について
　　−　前期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
6　 教育実習事後指導1
7　 教育実習事後指導2
8   教育実習事後指導3
　　 −　後期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
9　 教育実習事後指導4
10  教育実習事後指導5
※教採合格者等はファイナル実習を行うことができる。

１　学校教育の実際について、体験的、総合的な認識を得ることができる。
２　生徒の成長発達の促進に適用する実践的能力の基礎を形成することができる。
３　教育実践に関する問題解決や創意工夫に必要な研究的な態度と能力の基礎を形成することができる。
４　教育者としての愛情と使命感を深め、自己の教員としての能力や適性についての自覚を得ることができる。

授業の計画と準備学修
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授業の方法
事前指導は、講義および討議。事後指導は、発表と討議が中心。

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
　事前・事後指導における小テスト・レポート、発表、実習終了後の研究レポート、実習ノート、学習指導案、実習校から提出される教育
実習成績評価などによって総合的に評価する。レポート、実習ノート類の提出は不可欠。
  事前指導、事後指導は毎回の出席が必須義務。やむを得ない事情で欠席・遅刻しなければならなくなったときは、すぐに担当教員のメー
ルアドレスに連絡すること。無断欠席は厳禁。
　特に、教育実習についての事前指導は、欠席した場合には、必ず補講を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『教職課程履修ガイド』で示されている要件を満たしていないと履修できないので、良く読んで留意すること。

テキスト
『テキスト　中等教育実習　「事前・事後指導」教育実習で成長するために』 土井進著、ジダイ社（三年次の教育実習研究の授業で配布
済み）
  『教育実習ノート(4年次実習用)』 成蹊大学教職課程編　（初回の授業で配布予定）
 『新中学校学習指導要領　2021年度開始』　『新高等学校学習指導要領　2022年度使用開始』　文部科学省　
  実習校で採択している教科書

参考書
講義内で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

到達目標

科目名 教育実習（中・高） c

教員名 松沼　光泰

科目ナンバー 1191418001 5

配当年次 4 2019年度 前期～後期

テーマ・概要
テーマ : ４年次において教育実習に取り組む必修科目。教育実習に行く意義とその取り組むべき内容の確認。
概要 : 中学校・高等学校両免許希望者と、高等学校教員免許のみ取得希望者が対象。事前指導として、学校現場に教
　　育実習へ行く前に、実習に向けた実践的な学習を行う。実習の意義と課題、実際に取り組むべき内容、教科指導
　　の実践力、教科外指導の取り組み方などを学ぶ。
　　　その後、５月から11月にかけて各学校で教育実習を行う。
　　　教育実習終了後、前期末および後期に実習報告会による事後指導を行う。実習における観察・実践の成果と研
　　究課題についての省察を行う。

1　 実習ノートの使い方１、教育実習の概要、意義と目的、実践課題、実践研究の意味、研究テーマ
2　 教育実習に向けた基礎教養、教育目標、教育課程と学校組織
3   実習ノートの使い方２、授業観察の視点、教科指導の留意点と課題、実践研究着眼点の構想
4　 特別活動、生徒理解、指導の視点と留意点
5　 学力評価、学習指導案の書き方、人権の問題、教員採用について
　　−　前期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
6　 教育実習事後指導1
7　 教育実習事後指導2
8   教育実習事後指導3
　　 −　後期の教育実習（３−４週間（※（高）は２週間））　−
9　 教育実習事後指導4
10  教育実習事後指導5
※教採合格者等はファイナル実習を行うことができる。

１　学校教育の実際について、体験的、総合的な認識を得ることができる。
２　生徒の成長発達の促進に適用する実践的能力の基礎を形成することができる。
３　教育実践に関する問題解決や創意工夫に必要な研究的な態度と能力の基礎を形成することができる。
４　教育者としての愛情と使命感を深め、自己の教員としての能力や適性についての自覚を得ることができる。

授業の計画と準備学修
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授業の方法
事前指導は、講義および討議。事後指導は、発表と討議が中心。

ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
　事前・事後指導における小テスト・レポート、発表、実習終了後の研究レポート、実習ノート、学習指導案、実習校から提出される教育
実習成績評価などによって総合的に評価する。レポート、実習ノート類の提出は不可欠。
  事前指導、事後指導は毎回の出席が必須義務。やむを得ない事情で欠席・遅刻しなければならなくなったときは、すぐに担当教員のメー
ルアドレスに連絡すること。無断欠席は厳禁。
　特に、教育実習についての事前指導は、欠席した場合には、必ず補講を行う。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
『教職課程履修ガイド』で示されている要件を満たしていないと履修できないので、良く読んで留意すること。

テキスト
『テキスト　中等教育実習　「事前・事後指導」教育実習で成長するために』 土井進著、ジダイ社（三年次の教育実習研究の授業で配布
済み）
  『教育実習ノート(4年次実習用)』 成蹊大学教職課程編　（初回の授業で配布予定）
 『新中学校学習指導要領　2021年度開始』　『新高等学校学習指導要領　2022年度使用開始』　文部科学省　
  実習校で採択している教科書

参考書
講義内で指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション。
履修履歴の確認と各課題到達度の検討。

教育実習省察、履修の心構え
マイステップフォロー教職４-A履修前振り返りのチェックと記入をしておき授業時に持参する

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教科指導力の補充と弱点克服への取り組み

克服活動の立案（予習） 120分

教科教育力の到達状況チェック

教育実習の省察
弱点の具体的中身析出

90分

テーマ・概要
理想とする教師像とこれまでの学びを振り返る。教育実習を通して考察した教員の機能と資質、教員としての自己の力量・資質を省察し、
充足すべき課題を明確化する。教職の意義と責任、対人関係能力、生徒理解と生徒支援、学級経営、教科の指導力など各領域にわたる実践
的能力を自覚し基礎固めを行う。

教員として求められる　１．使命感や責任感、教育的愛情　２．社会性や対人関能力　３．生徒理解や学級経営の能力　４．教科の指導力　
を習得したことが確認できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職実践演習（中・高） a

松沼　光泰、宮下　敦、岩田　淳子、馬上　美知

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191419001

4 2019年度 後期
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第4回

第5回

第6回

教科指導力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

70分

教科指導力の弱点克服の確認と補充

70分

予習：教育実習での保護者・地域との関係構築についての振り返り
レポート：私の応答傾向から考える、保護者・地域との関係構築

90分

第9回 社会性や対人関係能力１．保護者・地域との関係構築（応答構成）

第7回

第8回

課題の復習
課題克服活動

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力１．生徒と理解と生徒指導

予習：教育実習での生徒理解・生徒指導の振り返り
レポート：生徒理解・生徒指導討議のまとめ

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力２．特別なニーズのある生徒の理解と対応

90分

予習：教育実習での特別なニーズのある生徒についての振り返り
レポート：個別指導計画作成

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力３．学級経営

予習：教育実習での担任学級の学級経営の振り返り
レポート：担任学級の学級経営案作成
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90分

第11回

第12回

第13回

社会性や対人関係能力２．同僚性（事例をとおしたロールプレイ）

予習：教育実習での教師の同僚生についての振り返り
レポート：教師にとっての同僚性　−授業内の演習と文献購読をとおして−

社会性や対人関係能力３．対人関係において大切にしていること（グループワーク）

予習：自身の対人関係についての考察
レポート：対人関係において大切にしたいこと（授業内の演習を通して）

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の到達状況チェック

教育実習の振り返り
弱点の具体的中身析出

90分

第10回

90分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の取り組み

120分

70分

第15回

克服活動の立案（予習） 120分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

教員としての能力の総合的チェックおよび最終確認

補充してきたことの総復習

第14回
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授業直後

授業の方法
履修履歴の確認とこれまでの学びおよび教育実習の振り返りによる各自の目標の設定や討議を通して、最低のレベルとして不十分な力量は
何か、課題の再把握をする。
４つの領域に基づき、教員として必要な資質の確認と不足についての補充をグループによる討議、事例の検討、指導案の作成などを通して
実践的に行う。
教科指導力の回では授業日時を変更する場合があるので要注意。

成績評価の方法
課題レポート、毎回の取り組み状況と、達成状況の観察、小テストでの評価、と授業内試験などで総合的に評価する。出席が、義務。教職
に関わる事情以外で欠席しないこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
これまでの大学での教職課程の学修の総まとめになる。

テキスト
『教育実習ハンドブック〔増補版〕』 (「教育実習研究」で配布したもの）

参考書
自己の教育実習日誌。
教科教育法で使ったテキスト・参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション。
履修履歴の確認と各課題到達度の検討。

教育実習省察、履修の心構え
マイステップフォロー教職４-A履修前振り返りのチェックと記入をしておき授業時に持参する

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教科指導力の補充と弱点克服への取り組み

克服活動の立案（予習） 120分

教科教育力の到達状況チェック

教育実習の省察
弱点の具体的中身析出

90分

テーマ・概要
理想とする教師像とこれまでの学びを振り返る。教育実習を通して考察した教員の機能と資質、教員としての自己の力量・資質を省察し、
充足すべき課題を明確化する。教職の意義と責任、対人関係能力、生徒理解と生徒支援、学級経営、教科の指導力など各領域にわたる実践
的能力を自覚し基礎固めを行う。

教員として求められる　１．使命感や責任感、教育的愛情　２．社会性や対人関能力　３．生徒理解や学級経営の能力　４．教科の指導力　
を習得したことが確認できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職実践演習（中・高） b

岩田　淳子、宮下　敦、馬上　美知、松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191419001

4 2019年度 後期

- 2295 -



第4回

第5回

第6回

教科指導力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

70分

教科指導力の弱点克服の確認と補充

70分

予習：教育実習での保護者・地域との関係構築についての振り返り
レポート：私の応答傾向から考える、保護者・地域との関係構築

90分

第9回 社会性や対人関係能力１．保護者・地域との関係構築（応答構成）

第7回

第8回

課題の復習
課題克服活動

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力１．生徒と理解と生徒指導

予習：教育実習での生徒理解・生徒指導の振り返り
レポート：生徒理解・生徒指導討議のまとめ

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力２．特別なニーズのある生徒の理解と対応

90分

予習：教育実習での特別なニーズのある生徒についての振り返り
レポート：個別指導計画作成

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力３．学級経営

予習：教育実習での担任学級の学級経営の振り返り
レポート：担任学級の学級経営案作成

- 2296 -



90分

第11回

第12回

第13回

社会性や対人関係能力２．同僚性（事例をとおしたロールプレイ）

予習：教育実習での教師の同僚生についての振り返り
レポート：教師にとっての同僚性　−授業内の演習と文献購読をとおして−

社会性や対人関係能力３．対人関係において大切にしていること（グループワーク）

予習：自身の対人関係についての考察
レポート：対人関係において大切にしたいこと（授業内の演習を通して）

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の到達状況チェック

教育実習の振り返り
弱点の具体的中身析出

90分

第10回

90分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の取り組み

120分

70分

第15回

克服活動の立案（予習） 120分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

教員としての能力の総合的チェックおよび最終確認

補充してきたことの総復習

第14回

- 2297 -



授業直後

授業の方法
履修履歴の確認とこれまでの学びおよび教育実習の振り返りによる各自の目標の設定や討議を通して、最低のレベルとして不十分な力量は
何か、課題の再把握をする。
４つの領域に基づき、教員として必要な資質の確認と不足についての補充をグループによる討議、事例の検討、指導案の作成などを通して
実践的に行う。
教科指導力の回では授業日時を変更する場合があるので要注意。

成績評価の方法
課題レポート、毎回の取り組み状況と、達成状況の観察、小テストでの評価、と授業内試験などで総合的に評価する。出席が、義務。教職
に関わる事情以外で欠席しないこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
これまでの大学での教職課程の学修の総まとめになる。

テキスト
『教育実習ハンドブック〔増補版〕』 (「教育実習研究」で配布したもの）

参考書
自己の教育実習日誌。
教科教育法で使ったテキスト・参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2298 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション。
履修履歴の確認と各課題到達度の検討。

教育実習省察、履修の心構え
マイステップフォロー教職４-A履修前振り返りのチェックと記入をしておき授業時に持参する

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教科指導力の補充と弱点克服への取り組み

克服活動の立案（予習） 120分

教科教育力の到達状況チェック

教育実習の省察
弱点の具体的中身析出

90分

テーマ・概要
理想とする教師像とこれまでの学びを振り返る。教育実習を通して考察した教員の機能と資質、教員としての自己の力量・資質を省察し、
充足すべき課題を明確化する。教職の意義と責任、対人関係能力、生徒理解と生徒支援、学級経営、教科の指導力など各領域にわたる実践
的能力を自覚し基礎固めを行う。

教員として求められる　１．使命感や責任感、教育的愛情　２．社会性や対人関能力　３．生徒理解や学級経営の能力　４．教科の指導力　
を習得したことが確認できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職実践演習（中・高） c

馬上　美知、宮下　敦、岩田　淳子、松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191419001

4 2019年度 後期

- 2299 -



第4回

第5回

第6回

教科指導力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

70分

教科指導力の弱点克服の確認と補充

70分

予習：教育実習での保護者・地域との関係構築についての振り返り
レポート：私の応答傾向から考える、保護者・地域との関係構築

90分

第9回 社会性や対人関係能力１．保護者・地域との関係構築（応答構成）

第7回

第8回

課題の復習
課題克服活動

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力１．生徒と理解と生徒指導

予習：教育実習での生徒理解・生徒指導の振り返り
レポート：生徒理解・生徒指導討議のまとめ

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力２．特別なニーズのある生徒の理解と対応

90分

予習：教育実習での特別なニーズのある生徒についての振り返り
レポート：個別指導計画作成

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力３．学級経営

予習：教育実習での担任学級の学級経営の振り返り
レポート：担任学級の学級経営案作成

- 2300 -



90分

第11回

第12回

第13回

社会性や対人関係能力２．同僚性（事例をとおしたロールプレイ）

予習：教育実習での教師の同僚生についての振り返り
レポート：教師にとっての同僚性　−授業内の演習と文献購読をとおして−

社会性や対人関係能力３．対人関係において大切にしていること（グループワーク）

予習：自身の対人関係についての考察
レポート：対人関係において大切にしたいこと（授業内の演習を通して）

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の到達状況チェック

教育実習の振り返り
弱点の具体的中身析出

90分

第10回

90分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の取り組み

120分

70分

第15回

克服活動の立案（予習） 120分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

教員としての能力の総合的チェックおよび最終確認

補充してきたことの総復習

第14回

- 2301 -



授業直後

授業の方法
履修履歴の確認とこれまでの学びおよび教育実習の振り返りによる各自の目標の設定や討議を通して、最低のレベルとして不十分な力量は
何か、課題の再把握をする。
４つの領域に基づき、教員として必要な資質の確認と不足についての補充をグループによる討議、事例の検討、指導案の作成などを通して
実践的に行う。
教科指導力の回では授業日時を変更する場合があるので要注意。

成績評価の方法
課題レポート、毎回の取り組み状況と、達成状況の観察、小テストでの評価、と授業内試験などで総合的に評価する。出席が、義務。教職
に関わる事情以外で欠席しないこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
これまでの大学での教職課程の学修の総まとめになる。

テキスト
『教育実習ハンドブック〔増補版〕』 (「教育実習研究」で配布したもの）

参考書
自己の教育実習日誌。
教科教育法で使ったテキスト・参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2302 -



単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション。
履修履歴の確認と各課題到達度の検討。

教育実習省察、履修の心構え
マイステップフォロー教職４-A履修前振り返りのチェックと記入をしておき授業時に持参する

90分

回数

準備学修(予習･復習等)

第2回

教科指導力の補充と弱点克服への取り組み

克服活動の立案（予習） 120分

教科教育力の到達状況チェック

教育実習の省察
弱点の具体的中身析出

90分

テーマ・概要
理想とする教師像とこれまでの学びを振り返る。教育実習を通して考察した教員の機能と資質、教員としての自己の力量・資質を省察し、
充足すべき課題を明確化する。教職の意義と責任、対人関係能力、生徒理解と生徒支援、学級経営、教科の指導力など各領域にわたる実践
的能力を自覚し基礎固めを行う。

教員として求められる　１．使命感や責任感、教育的愛情　２．社会性や対人関能力　３．生徒理解や学級経営の能力　４．教科の指導力　
を習得したことが確認できる。

到達目標

授業の計画と準備学修

教職実践演習（中・高） d

宮下　敦、岩田　淳子、馬上　美知、松沼　光泰

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 21191419001

4 2019年度 後期

- 2303 -



第4回

第5回

第6回

教科指導力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

70分

教科指導力の弱点克服の確認と補充

70分

予習：教育実習での保護者・地域との関係構築についての振り返り
レポート：私の応答傾向から考える、保護者・地域との関係構築

90分

第9回 社会性や対人関係能力１．保護者・地域との関係構築（応答構成）

第7回

第8回

課題の復習
課題克服活動

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力１．生徒と理解と生徒指導

予習：教育実習での生徒理解・生徒指導の振り返り
レポート：生徒理解・生徒指導討議のまとめ

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力２．特別なニーズのある生徒の理解と対応

90分

予習：教育実習での特別なニーズのある生徒についての振り返り
レポート：個別指導計画作成

90分

生徒理解や学級経営能力および特別なニーズのある生徒への対応力３．学級経営

予習：教育実習での担任学級の学級経営の振り返り
レポート：担任学級の学級経営案作成

- 2304 -



90分

第11回

第12回

第13回

社会性や対人関係能力２．同僚性（事例をとおしたロールプレイ）

予習：教育実習での教師の同僚生についての振り返り
レポート：教師にとっての同僚性　−授業内の演習と文献購読をとおして−

社会性や対人関係能力３．対人関係において大切にしていること（グループワーク）

予習：自身の対人関係についての考察
レポート：対人関係において大切にしたいこと（授業内の演習を通して）

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の到達状況チェック

教育実習の振り返り
弱点の具体的中身析出

90分

第10回

90分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の取り組み

120分

70分

第15回

克服活動の立案（予習） 120分

使命感や責任感、教育的愛情、協働による教育活動力の弱点克服の確認と補充

課題の復習
課題克服活動

教員としての能力の総合的チェックおよび最終確認

補充してきたことの総復習

第14回

- 2305 -



授業直後

授業の方法
履修履歴の確認とこれまでの学びおよび教育実習の振り返りによる各自の目標の設定や討議を通して、最低のレベルとして不十分な力量は
何か、課題の再把握をする。
４つの領域に基づき、教員として必要な資質の確認と不足についての補充をグループによる討議、事例の検討、指導案の作成などを通して
実践的に行う。
教科指導力の回では授業日時を変更する場合があるので要注意。

成績評価の方法
課題レポート、毎回の取り組み状況と、達成状況の観察、小テストでの評価、と授業内試験などで総合的に評価する。出席が、義務。教職
に関わる事情以外で欠席しないこと。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
これまでの大学での教職課程の学修の総まとめになる。

テキスト
『教育実習ハンドブック〔増補版〕』 (「教育実習研究」で配布したもの）

参考書
自己の教育実習日誌。
教科教育法で使ったテキスト・参考書

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

- 2306 -


