
 

 国際文化研究科 

 

研究のための倫理 

曜日・講時：後期 火曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 野家 伸也 

科目ナンバリング：KIC-ETH501J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

Ethics for Academic Research  研究のための倫理 
２．授業の目的と概要： 

The main purpose of this course is to prevent research misconduct previously. In the first part, students review 
basic knowledge and philosophical foundations of research ethics. In the second part, they experience actual 
cases of research misconduct simulatively. 
この授業の目的は、研究不正という逸脱行為を予防することである。前半部は「理論編」で、研究倫理の理論的諸問題を取り
扱い、後半部の前提とする。研究者の「責任」という概念を中心として哲学的分析を行なう。後半部は「応用編」あるいは「実
践編」で、研究不正の具体的な事例に即して受講者に疑似体験をしてもらうことで規範意識の涵養を図る。 

３．学習の到達目標： 
Students will develop the norm consciousness needed to conduct research in their majors. 
研究者を志す者として、高い規範意識をもって研究活動を行なえるようになること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 研究倫理について理論と実践の両面から学ぶ 
1. Introduction : What is academic research? 
序論──学問研究とは何か 
2. Foundations of research ethics 
研究倫理の根柢にあるもの 
3. Historical background of research ethics 
研究倫理問題の歴史的背景 
4. Ethical responsibility of researchers (1) The concept of responsibility : Philosophical analysis 
研究者の倫理的責任（１）責任という概念──哲学的分析 
5. Ethical responsibility of researchers (2) Responsibility for society : External ethics 
研究者の倫理的責任（２）社会に対する研究者の責任──外部規範 
6. Ethical responsibility of researchers (3) Responsibility for science itself : Internal ethics 
研究者の倫理的責任（３）学問そのものに対する研究者の責任──内部規範 
7. Ethical standards for research 
研究のための倫理規範 
8. Case study of research misconduct (1) Piltdown Man hoax 
研究不正の事例研究（１）ピルトダウン人事件 
9. Case study of research misconduct (2) The fabrication of paleolithic culture 
研究不正の事例研究（２）旧石器発掘捏造事件 
10. Case study of research misconduct (3) Schoen’s case 
研究不正の事例研究（３）シェーン事件 
11. Problems of human research (1) Milgram’s experimennt on obedience to authority 
社会心理実験の問題（１）ミルグラムの服従実験 
12. Problems of human research (2) Stanford prison experiment 
社会心理実験の問題（２）スタンフォード監獄実験 
13. Problems of animal research 
動物実験の問題 
14. Problems of military use of psychology 
心理学の軍事利用の問題 
15. Summary 
まとめ 
試験 Test 
最終回に筆記試験を行なう 

５．成績評価方法： 
Students are evaluated on their points from the final test and the level of class participation. 
期末の筆記試験の得点および授業への関与度の高さに応じて評価する。 

６．教科書および参考書： 
No textbooks will be used. References are handed out at every class. 
教科書は使用しない。資料は毎回の授業でプリントを配付する。 

７．授業時間外学習： 
Students are required to collect information and topics related to the content of the class using newspapers and 
books. 
新聞や書籍を通して、授業内容に関する情報や話題を収集すること。 

８．その他： 
Students can email their questions (address : noe@tohtech.ac.jp). 
質問はメールでも受け付ける（メールアドレス：noe@tohtech.ac.jp）。 

 



 

 国際文化研究科 

 

研究のための日本語スキル 

曜日・講時：前期 火曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 佐藤 勢紀子 

科目ナンバリング：KIC-JPN502J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

論文作成と口頭発表 
２．授業の目的と概要： 

日本語による効果的な論文作成および口頭発表の方法について、実際的なスキルを学ぶ。日本語で短い研究発表ができるよう
になること、適切な構成と表現で研究計画書／研究報告が書けるようになることを目指す。 

３．学習の到達目標： 
①日本語による論文作成方法の習得 
 日本語で 3ページ程度の短い論文もしくは研究計画が書けるようになること 
②日本語によるプレゼンテーション技術の習得 
 日本語で 5〜10 分のプレゼンテーションができるようになること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 受講者は、専門分野の学術雑誌からサンプル論文を選定する。各自のサンプル論文の構成や表現がどうなっているかを
見ながら、自分の分野の論文／研究計画書の書き方を学んでいく。学期の終わりに、研究計画もしくは研究報告の発表を行う。
受講者は各発表者の発表についての評価シートを書く。期末レポートは、発表レジュメをもとにまとめ直して提出する。 
1. ガイダンス 
2. 書き言葉の特徴 
3. 論文の条件・論文の構成 
4. 序論の書き方 
5. 本論―方法―の書き方 
6. 本論―結果―の書き方 
7. 本論―考察―の書き方 
8. 結論の書き方 
9. 注・文献の書き方 
10. 要旨の書き方 
11. 研究計画／研究報告の発表 （１） 
12. 研究計画／研究報告の発表 （２） 
13. 研究計画／研究報告の発表 （３） 
14. 研究計画／研究報告の発表 （４） 
15. 研究計画／研究報告の発表 （５） 
試験 - 

５．成績評価方法： 
出席２０％、課題の提出４０％、発表２０％、期末レポート２０％ 

６．教科書および参考書： 
教科書：二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因京子・山本富美子（2009）『留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現
ハンドブック』東京大学出版会 
参考書：アカデミック・ジャパニーズ研究会編著（2015）『改訂版 大学・大学院留学生の日本語④ 論文作成編』アルク 

７．授業時間外学習： 
サンプル論文の選定、課題の実施、発表の準備、期末レポートの作成 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

研究のための英語スキル 

曜日・講時：前期 火曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 ワーナー ピーター ジョン 

科目ナンバリング：KIC-ENG503J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

Academic Writing in English and Building a Foundation of Research 
２．授業の目的と概要： 

This course is designed to advance scholastic writing by setting high standards for scientific communication.  
Students learn basic grammar rules that apply to scholastic writing as well as style and furthermore how to cite 
sources. 

３．学習の到達目標： 
Upon completion of this course, students will be able to: 
-Develop overall knowledge, skills, and competence for academic writing in English 
-Develop more accuracy and command of English 
-Increase their writing ability with more knowledge of critical/logical thinking 
-Learn the basics of manuscript organization and ethical issues in science for their future research. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The course syllabus and assignments are as follows: 
1. Week 1 Course orientation 
2. Week 2 Lecture. What is Academic Writing 
3. Week 3-4  Writing Clearly and concisely 
4. Week 5-6 Grammar and Usage 
5. Week 7-9 Pronunciation/ Spelling/ Capitalization 
6. Week 10-11  Quotation and Citation 
7. Week 12-13  Reference and Bibliography 
8. Week 14-15  Analysis of Model Manuscripts 
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
試験 Not Applicable 

５．成績評価方法： 
Grade will be determined by participation and presentation (50%) and assignments (50%).   Information will be 
provided at the first class session. 

６．教科書および参考書： 
American Psychological Association (2015) Sixth Printing. Publication Manual of the American Psychological 
Association. Washington D.C. 

７．授業時間外学習： 
Students are required to prepare and review for each class.  In addition, they are expected to read assigned 
books and write essays. 

８．その他： 
Further information, including the professor's office hours and e-mail address, will be provided 
at the course orientation.  More detailed information regarding components of each lesson will 
be provided at the course orientation.  The schedule may be subject to change due to the 
professor's office duties, academic affairs, etc. 

 



 

 国際文化研究科 

 

異文化理解基礎論 

曜日・講時：前期 火曜日 ３講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-ARS504J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

異文化理解の基礎と方法（2017） 
２．授業の目的と概要： 

 ボーダーレス化が進展している現代の国際社会において、各地域文化が共存・融合する一方で、激しい摩擦・衝突を引き起
こす社会現象もますます顕著になっている。このような現象を理解するために、本授業においては世界各地の地域文化につい
て、オムニバス方式で基礎的かつ包括的な講義を行う。 

３．学習の到達目標： 
 イスラーム圏、イギリスそして東ヨーロッパにおける文化の諸相の理解を通して、文化の多様性とその規定要因を理解す
る。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 異文化の理解についてオムニバス方式で講義を行う。 
1. ガイダンス 
2. イスラーム圏の思想と文化① 
3. イスラーム圏の思想と文化② 
4. イスラーム圏の思想と文化③ 
5. イスラーム圏の思想と文化④ 
6. イギリス・ルネサンス時代の演劇文化① 
7. イギリス・ルネサンス時代の演劇文化② 
8. イギリス・ルネサンス時代の演劇文化③ 
9. イギリス・ルネサンス時代の演劇文化④ 
10. 中間まとめ 
11. 東欧の多元的世界① 
12. 東欧の多元的世界② 
13. 東欧の多元的世界③ 
14. 東欧の多元的世界④ 
15. まとめ 
試験 統一した試験は実施しない。 

５．成績評価方法： 
各教員が課すレポート等を総合的に評価して判断する。 

６．教科書および参考書： 
授業の中で適宜指示する。 

７．授業時間外学習： 
テキストが指示された場合は、事前に読んでおくことが求められる。 

８．その他： 
とくになし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

地域研究のためのフィールドワーク 

曜日・講時：後期 火曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-ARS505J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

地域研究のためのフィールドワーク 
２．授業の目的と概要： 

フィールドワークとは、基本的には各専門分野において、現地に出向いて研究対象に関するリサーチや資料・基礎データ採取
を行うための調査技法を指す。本年度は、この本来のフィールドワークの在り方に加え、地域研究に相応しい調査方法も学ぶ
こととする。 

３．学習の到達目標： 
地域研究のための広義のフィールドワークの方法や作法を習得する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 講義は 3人の教員が４回ずつ担当する。初回は担当教員全員でオリエンテーションを実施する。第二回以降は、山内、
朱、妙木の順に講義を受け持ち、最終週に再び全教員による総括を行う予定にしている。各教員のテーマと概要は以下の通り。 
1. オリエンテーション 
2. 山内玲 「フィールドに出る前に：文献調査の方法」(1) 
本講義では、研究を進める上で必要となる二次文献すなわち先行研究の調査と、調査対象となるフィールドに関する文献収集
の方法について学ぶ。具体的には、授業担当教員の研究テーマをもとに文献調査の方法の事例を紹介しながら、各受講者の研
究テーマに応じて、文献リストの作成と比較・検討を行う。 
3. 山内玲 「フィールドに出る前に：文献調査の方法」(2) 
4. 山内 玲「フィールドに出る前に：文献調査の方法」(3) 
5. 山内玲 「フィールドに出る前に：文献調査の方法」(4) 
6. 朱琳「歴史学におけるフィールドワーク」（１） 
本講義では主に一次史料に焦点を絞って、日記・書簡・公文書のほか、絵画・映像・口承などの扱い方を学ぶ。と同時に、他
の史料と比較しながら時代背景などを探り、史料批判（資料の信憑性・信頼度・有効性を見極める）の仕方をも検討する。 
7. 朱琳「歴史学におけるフィールドワーク」（２） 
8. 朱琳「歴史学におけるフィールドワーク」（３） 
9. 朱琳「歴史学におけるフィールドワーク」（４） 
10. 妙木忍「社会調査の基礎とフィールドワークの実践例」（１） 
本講義では社会調査の基礎（特に、質的調査法のインタビュー法、生活史法、参与観察法など）を学ぶとともにフィールドワ
ークの実践例を検討する。フィールドワークで収集された資料なども検証しながら、資料の扱い方やフィールドワークにおけ
る課題についても討論する。調査設計に関する討論もおこなう。 
11. 妙木忍「社会調査の基礎とフィールドワークの実践例」（２） 
12. 妙木忍「社会調査の基礎とフィールドワークの実践例」（３） 
13. 妙木忍「社会調査の基礎とフィールドワークの実践例」（４） 
14. 総括 
15. 予備日 
試験 筆記試験は実施しない 

５．成績評価方法： 
各教員の授業への貢献度と、レポートにより評価を行う。 
レポートの課題、提出方法、提出期限に関しては、各教員が授業時に説明する。 

６．教科書および参考書： 
各教員が初回講義時に指示する。 
ただし、2週目から開始する山内担当の授業に関しては、以下の文献を教科書として指定しておく。 
伊藤民雄 『インターネットで文献探索』2016 年版 日本図書館協会, 2016 年 

７．授業時間外学習： 
各教員が初回講義時に指示する。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際政治論 

曜日・講時：前期 月曜日 ５講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-POL506J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際政治の理解 
２．授業の目的と概要： 

 この講座の目的は、社会科学の基礎をおさえた上で国際関係論の理論を学び、国際政治の動きに対する理解を深めることに
ある。より具体的には、この講座の目的は三点にまとめられる。第一は、社会科学の基礎をおさえることである。問いの設定、
仮説の構築、分析視点の多角化、結論への到達といった課題は、すべての研究の土台を構成する。第二は、国際関係論の理論
を学ぶことである。現実主義（リアリズム）、自由主義（リベラリズム）、構成主義（コンストラクティヴィズム）といった理
論は、国際関係論の主要な要素だといえる。第三は、国際政治の動きに対する理解を深めることである。ここで役に立つのが
国際関係論の理論に外ならない。国際政治の世界では、紛争と平和に関するさまざまな動きが広がっている。また、テロリズ
ムや環境問題といった新しい課題も深刻化している。この講座では、専門的な理論を駆使して、現実の世界で何が起きている
のかを理解する。 

３．学習の到達目標： 
- 社会科学の基礎をおさえること 
- 国際関係論の理論を学ぶこと 
- 国際政治の動きに対する理解を深めること 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  この講座は、三部で構成される。上述した三点の目標を念頭に置いた「社会科学の基礎」「国際関係論の理論」「国際
政治の理解」という三つのテーマが掲げられる。それぞれに関する具体的なトピックについては、事前には定めず、受講生の
関心を考慮しながら柔軟に設定していく。トピックの具体例は以下である。 
1. 社会科学の基礎 (1) 問いと仮説 
2. 社会科学の基礎 (2) 理論・分析視点 
3. 社会科学の基礎 (3) 事例研究の手法 
4. 社会科学の基礎 (4) 結論の展開 
5. 社会科学の基礎 (5) 文と段落の構成 
6. 国際関係論の理論 (1) 現実主義（リアリズム）の系譜 
7. 国際関係論の理論 (2) 自由主義（リベラリズム）の系譜 
8. 国際関係論の理論 (3) 構成主義（コンストラクティヴィズム）の系譜 
9. 国際関係論の理論 (4) 合理主義と構成主義の論争 
10. 国際政治の理解 (1) 紛争と平和 
11. 国際政治の理解 (2) 地域主義 
12. 国際政治の理解 (3) テロリズム 
13. 国際政治の理解 (4) 環境問題 
14. 国際政治の理解 (5) 国際政治経済 
15. 国際政治の理解 (6) 人権・民主主義 
試験  受講生の学習状況を考慮しながら、試験を実施するか、あるいは課題論文の提出を義務化するかを決めていく。 

５．成績評価方法： 
- 出席 20% 
- 報告 40% 
- 試験または課題論文 40% 

６．教科書および参考書： 
伊藤修一郎『政策リサーチ入門 ――仮説検証による問題解決の技法』東京大学出版会, 2011 年.  
 
John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations, fifth ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011).  
 
Jeffry A. Frieden, David A. Lake, and Kenneth A. Schultz, World Politics: Interests, Interactions, Institutions, 
Second ed. (New York: W. W. Norton & Company, 2013). 
 
Andrew Heywood, Global Politics, 2nd ed. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014). 

７．授業時間外学習： 
- 毎週、出された課題に取り組むこと 

８．その他： 
- 質問がある場合は事前に予約を取り、研究室を訪問すること 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際社会研究のための応用データ分析 

曜日・講時：後期 水曜日 ３講時 情報教育実習室 Ｍ１０１.後期 水曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-ECO507J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際社会研究のための統計分析 
２．授業の目的と概要： 

 現代国際社会の諸問題を社会科学・人文科学の諸視点から多面的に探究するために、さまざまな現象を如何に情報化する
か、いろいろな関連事項を如何にデータ化するか、また、これらの情報やデータなどを如何に検証・分析するかは重要な課題
とされている。むろん、新しい価値を作り出す能力を鍛えるための高度な専門知識教育において急速に発展してきているイン
ターネットと情報処理機器を活かして、前述の検証・分析を展開するのは現代国際社会の研究にとって欠かせない分析手法で
ある。この講義において、国際社会の諸問題を研究対象とする大学院学生に科学的な分析手法の基本を教えることを目的とす
る。 

３．学習の到達目標： 
1.Excel の活用を習得すること。2.統計手法を用いた分析を自ら行う能力を培うこと。3.検証・分析等のワークディティール
を系統的に管理し、分析結果の再現可能を確保する基本的なスキルを身につけること。4.統計手法、統計分析結果に対する直
感的な意味づけを把握すること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  基礎的な操作や、国際社会研究への応用できる具体的な実例を取り上げ、統計分析の手法等を講義する。それと同時
に、受講生がこれらの分析手法を実習しながら、スキルを身につけるワークショップを設ける。 
1. 1.Excel の基本操作(1) 
2. 2.Excel の基本操作(2) 
3. 3.回帰分析(1) 
4. 4.回帰分析と検定 
5. 5.回帰分析(2) 
6. 6.相関分析(1) 
7. 7.相関分析(2) 
8. 8.重回帰分析(1) 
9. 9.重回帰分析(2) 
10. 10.ダミー変数を含んだ重回帰分析 
11. 11.関数による回帰分析 
12. 12.グラフによる回帰分析 
13. 13.VBA の基礎知識 
14. 14.VBA プログラミングの基礎(1) 
15. 15.VBA プログラミングの基礎(2) 
試験 講義内容を習得しているかを考査する。但し、受講生の状況によって考査の方法を調整しうる。 

５．成績評価方法： 
出席状況、ノート、実習の結果、テストなどに基づき、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
特に教科書はなし。参考書は下記の通りである。1.『統計学入門』東京大学出版会。2.『統計学』東京大学出版会。 

７．授業時間外学習： 
時間の許す限り、学習した分析手法を繰り返して練習すること。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

調査方法論 

曜日・講時：前期 木曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 青木 俊明、 劉 庭秀 

科目ナンバリング：KIC-SUD508J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

調査方法論 Research Methodology 
２．授業の目的と概要： 

本講義では，社会科学系分野で用いられる調査方法と統計分析手法について解説する。 
前半では、様々な調査の実施方法とデータ収集方法を解説する。中盤では、統計分析の仕組みを解説する。 
後半では、環境問題における統計データの使い方や分析方法の考え方、注意事項などについて述べる。 
これにより、調査・分析の実施に必要な知識を習得する。 

３．学習の到達目標： 
調査方法や統計分析に関わる用語を理解すること。 
調査の実施手順を理解すること。 
統計分析の仕組みと考え方を理解すること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 本講義では，社会科学系分野で用いられる調査方法と統計分析手法について解説する。前半では、様々な調査の実施方
法とデータ収集方法を解説する。中盤では、統計分析の仕組みを解説する。後半では、環境問題における統計データの使い方
や分析方法の考え方、注意事項などについて述べる。これにより、調査・分析の実施に必要な知識を習得する。 
1. オリエンテーション 
2. 統計学の役割 
3. 社会調査法の基礎 
4. 統計データ（データの集め方・単位） 
5. 分布を示す指標：青木 
6. 標本分布：青木 
7. 推定と検定の仕組み：青木 
8. 2 群の検定：青木 
9. 偏相関と重回帰分析：青木 
10. 偏相関と重回帰分析：青木 
11. 分散分析：青木 
12. 環境問題における統計データの分析 
13. 環境経済学におけるデータ分析の考え方 
14. 環境影響評価におけるデータ分析の考え方 
15. 試験 
試験 有り 

５．成績評価方法： 
レポートと試験の合計点が 60 点以上となる場合を合格とする。 

６．教科書および参考書： 
青木担当回 南風原朝和：心理統計の基礎、有斐閣アルマ 
          大村  平：統計解析のはなし－データに語らせるテクニック、日科技連 
         鳥居 泰彦：はじめての統計学、日本経済新聞出版社 
劉担当回 片谷教孝・松藤敏彦：環境統計学入門、オーム社 
       その他に適宜資料を配付する予定 

７．授業時間外学習： 
レポート有り 

８．その他： 
心理学の基礎知識と初級程度の統計学に習熟していることを前提として授業を進めていく。そのため、これ
らに対する知識や理解に自信のない受講生は、積極的に講義時間外に学習する必要がある。必要に応じて、
英語文献の紹介や読解を行うので、英語の専門用語についても知識を得ておく必要がある。 

 



 

 国際文化研究科 

 

民族問題入門 

曜日・講時：後期 金曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-OHS509J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

民族問題研究のための理論と事例（3） 
２．授業の目的と概要： 

グローバル化の進む現代世界においても民族問題は避けられない重要課題であるが、歴史的にも民族問題は世界に影響を及
ぼしてきた。民族問題を理解し、考察する上で必要な理論及びそれを用いた研究の実例を３名の教員が講義する。 

３．学習の到達目標： 
①民族問題研究に必要な方法論、理論を理解し、身につける。 
②民族問題の事例に触れ、民族問題について自ら研究・考察する応用能力を習得する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 以下の３名の教員が、それぞれ以下のテーマに関して、オムニバス式に講義する。 
1. オリエンテーション（佐藤透、佐藤雪野、坂巻康司） 
2. 民族問題の理論と心理 II（１）（佐藤透） 
3. 民族問題の理論と心理 II（２）（佐藤透） 
4. 民族問題の理論と心理 II（３）（佐藤透） 
5. 民族問題の理論と心理 II（４）（佐藤透） 
6. 仏語圏映画における越境者 II（１）（坂巻康司） 
7. 仏語圏映画における越境者 II（２）（坂巻康司） 
8. 仏語圏映画における越境者 II（３）（坂巻康司） 
9. 仏語圏映画における越境者 II（４）（坂巻康司） 
10. 民族の定義とその描かれ方 II（１）（佐藤雪野） 
11. 民族の定義とその描かれ方 II（２）（佐藤雪野） 
12. 民族の定義とその描かれ方 II（３）（佐藤雪野） 
13. 民族の定義とその描かれ方 II（４）（佐藤雪野） 
14. 総括（１）（佐藤透、佐藤雪野、坂巻康司） 
15. 総括（２）（佐藤透、佐藤雪野、坂巻康司） 
試験 講義の中から関心を抱いたテーマについて、所定のレポートを提出することで試験に代える。 

５．成績評価方法： 
期末にレポートを課す。 

６．教科書および参考書： 
授業中に適宜指示する。 

７．授業時間外学習： 
それぞれの講義内容の復習と共に、提示された参考文献を読み、理解を深めること。 

８．その他： 
オフィスアワー等については、開講時に指示する。 

 



 

 国際文化研究科 

 

マイノリティ文化研究 

曜日・講時：前期 金曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：オムニバス 

科目ナンバリング：KIC-OHS510J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

マイノリティとその表象Ⅲ－メディアと映像を手がかりに－ Minorities and their Representations III: On the basis 
of the Media and images 

２．授業の目的と概要： 
メディアや映像に表象されたマイノリティーをめぐる文化現象について、アメリカ、ヨーロッパ、南アジアの問題を軸に考察
する。より具体的には、アメリカの大統領令とマイノリティの諸相、トルコ系ドイツ映画にみる女性の描写、スリランカ・タ
ミル難民のヨーロッパへの拡散をめぐる諸問題を取り上げ、関連する映像やメディア上の言説の提示を交えて講義をおこな
う。 This course deals with the cultural phenomena relating to minorities represented in media and images. We 
will take up issues in the United States, representation of women in Turkish German movies and diffusion of Sri 
Lankan-Tamil refugees to Europe. 

３．学習の到達目標： 
①各事例を検討することで、世界各地の難民・移民・マイノリティ集団に共通して見られる諸現象を掘り起こし、そうした集
団があまねく有する普遍的諸問題について認識を深める。②各事例に見られる特殊性の問題に光をあて、難民・移民・マイノ
リティ集団ぞれぞれがホスト社会との間に抱える諸課題の解決・打開の困難さについて考察をめぐらす。③講義内容を受講者
自身の考察対象と関連させることで、自己の問題意識をより大きな視座・文脈から客観的に位置づけられるようにする。It is 
aimed to deepen awareness of universal problems of minority groups by considering phenomena commonly found in 
refugees / immigrants / minority groups around the world. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 概要 初回のオリエンテーションで授業の趣旨・方法等の導入を図ったのち、3名の教員が各テーマに沿ってオム
ニバス形式で授業を展開し、補遺の授業を挟んで最終回において総括討論をおこなう。Each lecturer provides four week 
lectures in an "omnibus" style. 
1. オリエンテーション（授業の概容・趣旨・到達目標・授業方法の提示、担当教員の授業予定・授業内容の解説、評価方法
等の説明）と質疑応答 Orientation 
2. アメリカ大統領令に見るマイノリティ（１）石幡直樹 Minorities in Executive Orders (1) Naoki Ishihata 
3. アメリカ大統領令に見るマイノリティ（２）Minorities in Executive Orders (2) Naoki Ishihata 
4. アメリカ大統領令に見るマイノリティ（３）Minorities in Executive Orders (3) Naoki Ishihata 
5. アメリカ大統領令に見るマイノリティ（４）Minorities in Executive Orders (4) Naoki Ishihata 
6. トルコ系ドイツ映画における女性（１）藤田恭子 Women represented in Turkish-German Movies (1) Kyoko Fujita 
7. トルコ系ドイツ映画における女性（２）Women represented in Turkish-German Movies (2) Kyoko Fujita 
8. トルコ系ドイツ映画における女性（３）Women represented in Turkish-German Movies (3) Kyoko Fujita 
9. トルコ系ドイツ映画における女性（４）Women represented in Turkish-German Movies (4) Kyoko Fujita 
10. スリランカ・タミル難民のヨーロッパ（１）山下博司 Europe for Sri Lankan Tamil Refugees (1) Hiroshi Yamashita 
11. スリランカ・タミル難民のヨーロッパ（２）山下博司 Europe for Sri Lankan Tamil Refugees (2) Hiroshi Yamashita 
12. スリランカ・タミル難民のヨーロッパ（３）山下博司 Europe for Sri Lankan Tamil Refugees (3) Hiroshi Yamashita 
13. スリランカ・タミル難民のヨーロッパ（４）山下博司 Europe for Sri Lankan Tamil Refugees (4) Hiroshi Yamashita 
14. 補遺授業（時間の制約等によりカバーできなかった内容につき、適宜それを補うための授業にあてる。）Supplementary 
lecture 
15. 全体討論（以上の内容を踏まえた総括的な討議をおこなう。）Summary 
試験 試験はおこなわない。以下に記すレポートと平常点によって単位を認定する。Evaluation is performed 
comprehensively based on a submitted report and participation in discussion etc. 

５．成績評価方法： 
レポートと出席状況を総合して評価をおこなう。割合は、レポートを 60％、出席を 40％とする。 
レポートでは、担当教員の授業内容の中から自分の関心対象や問題意識に沿ったテーマを選び、日本語で論述するものとす
る。参考文献や典拠を明示すること。A submitted report, attendance and participation in discussion are evaluated. 
A report 60%, attendance and participation in discussion 4 

６．教科書および参考書： 
教室で指示する。Textbook and references will be designated in the course. 

７．授業時間外学習： 
講義の進展にあわせて参考文献を提示していくので、そのつどそれらを参照の上、自らが問題意識を深めて授業に臨むことを
希望する。Students are required to read designated material in advance and to prepare for their active 
participation in the discussion on the research topic. 

８．その他： 
希望する場合は個別の指導に応じる。 
事前に Eメール等で教員の都合を確認すること。Office hours: Make an appointment via e-mail or other 
means. 
 
連絡先は以下のとおり。 
naoki.ishihata.b4@tohoku.ac.jp 
hiroshi.yamashita.d8@tohoku.ac.jo 
kyoko.fujita.e5@tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

資源と社会(英語) 

曜日・講時：後期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 荻原 朗 

科目ナンバリング：KIC-HUG511E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

くらしおよび社会活動の視点から、資源問題及び資源管理を考察する。 
Resource problems and management from local to global levels: perspectives from lifestyle and social activities 
in daily life 

２．授業の目的と概要： 
持続可能な発展(SD)を促進するための重要な課題としては、政策決定者のみならず、社会がその重要な課題を理解し、SD の
促進に向けて適切な対策を採ることである。 
本講義で、限られた資源の下で、我々や我々の将来世代が安定的に暮らしていくために、今後深刻化していく環境問題をどの
ように捉えて、行動していったらいいのか、さまざまな環境問題を取り扱いながら議論する。 
An important issue for promoting sustainable development (SD) is not only policy makers, but also society to 
understand its important tasks and adopt appropriate measures to promote SD.  
In this lecture, we will discussion solutions for the diverse environmental problems which will be getting worse 
in the future in order to clarify how our lifestyles should be changed for our future generations under limited 
natural resources 

３．学習の到達目標： 
学生は以下を目標とする。 
1) 人間社会が直面するさまざまな環境問題を様々な視点から考える。 
2) 環境問題の解決にむけたさまざま取組とその難しさについて理解する。 
3) 人文社会的側面と環境問題との関わりを理解する。 
4) 自国についての新しい視点、より深い気づきを得る。 
5) 複眼的、相対的思考力を高め、国際社会の中での問題解決能力を高める。 
The students will  
1) consider various environmental issues which human society faces from various viewpoints. 
2) understand various efforts and difficulties to solve the existing environmental issues.  
3) understand relationships between environmental issues and social issues. 
4) gain a deeper understanding of and a fresh view of his/her own culture. 
5) learn how to approach a task from different angles, and will gain the flexibility required to resolve problems 
in the international society of our times. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 オリエンテーション 
講義の構成、進め方、課題の提出方法等を説明・協議 
1. 環境問題の基礎① 身の回りの環境問題について考える。 
Environmental Problems① Environmental Problems around us 
2. 環境問題の基礎② 環境問題が発生する要因について考える。 
Environmental Problems② Major sources for environmental problems. 
3. 開発と環境 途上国における貧困問題や人口問題と環境問題の関係について考える。 
Development and Environment: Relationship between poverty and population and environmental issues in developing 
countries 
4. 天然資源の利用(再生可能資源） 漁業資源などの再生可能資源とその利用のあり方について考える 
Utilisation of natural resources (renewable resources) Use and management of renewable resources such as 
fisheries resources 
5. 天然資源の利用(枯渇資源） 石油や石炭のような枯渇性資源とその利用のあり方について考える。 
Utilisation of natural resources (exhaustible resources) Use and Management of exhaustible resources such as 
oil and coal 
6. 国際資源問題① 石油や天然ガス等国際的なエネルギー安全保障問題について考える。 
International resource problems① International energy security issues such as oil and natural gas 
7. 国際資源問題② 捕鯨やマグロなど国際海洋資源管理の問題について考える。 
International resource problems② International marine resources such as whaling and tuna. 
8. 持続可能な開発目標（SDGs） SDG の概要と日本の取り組み 
Sustainable Development Goals (SDGs) Outline of SDG and efforts by Japanese government 
9. 発表 
Presentation 
10. 循環型社会 その概念と取り組みの概要 
Recycling-oriented society Concept and efforts toward "Recycling-oriented society " 
11. 低炭素社会 その概念と取り組みの概要 
Low carbon society Concept and efforts toward "Low carbon society " 
12. 自然共生社会 その概念と取り組みの概要 
Nature symbiosis society Concept and efforts toward "Nature symbiosis society " 
13. 再生可能エネルギー社会 その概念と取り組みの概要 
Renewable Energy Society Concept and efforts toward "Renewable Energy Society" 
14. 食の安全保障 現状と政策の展望 
Food Security Present situation and outlook on policies on food security 
15. 持続可能な社会に向けたライフスタイルの変革 これまでの社会･経済変革に基づく今後の発展形態の考察 



 

Lifestyle transformation toward a sustainable society Consideration of future development based on foregoing 
social change and economic development 
試験 試験/Examination 

５．成績評価方法： 
試験に基づき評価する。なお、本講義では不定期に課題を与えるとともに参加型での授業を行なう予定である。課題や授業へ
の取り組みは試験結果に加点して評価する。 
評価項目は以下の通りである：出席（40%）、個人発表（20％）レポート（40%） 
Evaluation criteria are as follows: participation (40%), Individual presentation (20%), Report (40%) 

６．教科書および参考書： 
1） 松浦展（2012）第 4の消費 
2） 寄本勝美（1994）ごみとリサイクル 
3） 田中直（2012）適正技術と代替社会 
4） 亀山康子（2012）地球環境政策 (環境と社会を学ぶ) 
5） エルンスト・ウルリッヒ フォン・ワイツゼッカー、L.ハンター ロビンス、エイモリー・B. ロビンス（1998）ファク
ター4―豊かさを 2倍に、資源消費を半分に 
6） 原科幸彦（2011）環境アセスメントとは何か――対応から戦略へ 
7） Timothy O'Riordan（1999）Environmental Science for Environmental Management (2nd Edition), Prentice Hall; 
2nd Edition 
8） IGES (2011) Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a 
Resource Constrained World 
9） IGES (2012) Greening Governance in Asia-Pacific, 

７．授業時間外学習： 
なし N/A 

８．その他： 
なし N/A 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語研究法(英語) 

曜日・講時：後期 火曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 スプリング ライアン エドワード 他 

科目ナンバリング：KIC-LIN512E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Research Methods in Linguistics 
２．授業の目的と概要： 

This class is designed to teach the basics of linguistic research methodology from a scientific standpoint. It 
will cover how to obtain a proper framework for research, various types of tests used in linguistics and how to 
perform them, data analysis, including but not limited to basic statistical analysis, ethical considerations and 
how to put it together into a report. 

３．学習の到達目標： 
Upon completing this course, students will be able to: 
(1) apply linguistic research methods to a framework 
(2) understand and/or perform linguistic tests and experiments 
(3) complete simple data analysis 
(4) write a basic research report 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 Applying the scientific method to linguistics, various types of linguistics research methods, analyses, 
putting the information into a research paper 
1. Linguistics and the scientific method 
2. Getting a proper framework 
3. The right tool for the right job 
4. Experimental vs. theoretical linguistics and theoretical linguistic tests 
5. Quantitative Methods 1: Corpora 
6. Quantitative Methods 2: Language learning and acquisition 
7. Quantitative Methods 3: Other types of tests and design 
8. Statistical Analysis 
9. Qualitative Methods 1: Discourse Analysis 
10. Qualitative Methods 2: Interviews and questionnaires 
11. Qualitative Methods 3: Role plays, observations and case studies 
12. Qualitative Analysis 
13. Ethical Considerations 
14. Reaching Conclusions 
15. Putting it all together: Structure of a basic research paper 
試験 There is no test – instead there is a final paper in which you are asked to demonstrate your knowledge and 
understanding of the lessons in the class. 

５．成績評価方法： 
Grades will be determined based on: (1) Participation and attendance in class (20%), (2) homework (20%), and (3) 
a final project / report (60%). 

６．教科書および参考書： 
Materials for class will be provided by the teachers. For further reading on topics in class, students may find 
the following two books helpful, but they are not necessary for the class: 
 
Green, G. M. & Morgan, J. L. (2001) A practical guide to syntactic analysis. CLSI Publications, Leland Stanford 
Junior University 
 
Howitt, D. & Cramer, D. (2008) Introduction to research methods in psychology. Prentice Hall. 

７．授業時間外学習： 
Homework will be given almost every class. It will ask you to think about the day’s lesson and apply it to your 
own research or to your own ideas. The homework will usually be given in the form of a short writing assignment. 

８．その他： 
This class is designed specifically for first year master’s students, but all are welcome. 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語科学概論(英語) 

曜日・講時：前期 金曜日 ３講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 ワーナー ピーター ジョン 

科目ナンバリング：KIC-LIN513E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Introduction to Language Sciences (English) 
２．授業の目的と概要： 

This course will examine the structure of human language.  Students will look at various theories and how to 
formulate them so they can try to represent and account for the structure and functions of human language. 

３．学習の到達目標： 
The goal of the course is for students to get a firm grasp of General Linguistics, and be able to solve simple 
linguistic problems. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The course is planned to proceed in the basic order of the textbook chapters, approximately one chapter 
for every week. 
1. Week 1  Introduction 
2. Week 2  Morphology 
3. Week 3  Phonetics and Phonetic Transcription 
4. Week 4  Phonology: The Study of Sound Structure 
5. Week 5  Syntax: The Study of Sentence Sturcture 
6. Week 6 Semantics:  The Study of Linguistic Meaning 
7. Week 7 Language Variation 
8. Week 8  Mid Term Test 
9. Week 9 Language Change 
10. Week 10  Pragmatics: The Study of Language Use and Communication 
11. Week 11  Psychology of Language:  Speech Production and Comprehension 
12. Week 12  Language Acquisition in Children 
13. Week 13  Language and the Brain 
14. Week 14  Giftedness 
15. Week 15  Final Test 
試験 This course is planned to proceed along the schedule above.  However, there may be changes in adjusting to 
the class and the teaching situation.  Besides the class meetings, there will be homework and two tests. 

５．成績評価方法： 
In course participation 20%, assignments 20%, mid-term 30%, and final 30%. 

６．教科書および参考書： 
Akmajian, Adrian, Demers, Richard A., Farmer, Ann K., and Harnish, Robert M., An Introduction to Language and 
Communication (Sixth Edition)2010 Massachusetts Institute of Technology.  The MIT Press; Cambridge, 
Massachusetts, London, England. 

７．授業時間外学習： 
Homework for every class. 

８．その他： 
Not Applicable 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語科学概論(日本語) 

曜日・講時：前期 月曜日 ６講時 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 杉浦 謙介 他 

科目ナンバリング：KIC-LIN514J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

言語科学概論 
２．授業の目的と概要： 

言語科学研究および応用言語研究を始める学生のために、言語科学の基礎と応用について概説する。修士論文作成のための基
礎的知識を学び、言語研究への広い視野を身につける。 

３．学習の到達目標： 
言語科学研究分野および応用言語研究分野において研究するための基礎と広い視野を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 言語科学の基礎と応用について概説する。言語科学研究講座の教員 2 名と応用言語研究講座の教員 2 名が担当する。授
業は 4部構成である。 
 
第 1 部 
言語科学の基礎(1) 
 ・言語科学入門（言語の普遍性、個別性、可変性、恣意性など） 
 ・音声学（IPA 記号について） 
 ・音韻論（音素と音韻規則） 
 ・形態論（屈折と派生） 
 ・統語論（日本語の統語規則） 
 
第 2 部 
言語科学の基礎(2) 
 ・意味と意味の変遷 
 ・言語の通時的研究 
 ・言語と社会・文化 
 ・言語学の哲学的視点 
 
第 3 部 
 
1. 第 1 部(1) 
2. 第 1 部(2) 
3. 第 1 部(3) 
4. 第 1 部(4) 
5. 第 1 部(5) 
6. 第 2 部(1) 
7. 第 2 部(2) 
8. 第 2 部(3) 
9. 第 3 部(1) 
10. 第 3 部(2) 
11. 第 3 部(3) 
12. 第 4 部(1) 
13. 第 4 部(2) 
14. 第 4 部(3) 
15. まとめ 
試験 各教員が試験もしくはレポートを課す。 

５．成績評価方法： 
4 名の教員がそれぞれ筆記試験やレポート試験などを実施し、その平均点を成績評価とする。 

６．教科書および参考書： 
言語科学の基礎(1) 
必要に応じて指示する。 
 
言語科学の基礎(2) 
必要に応じて指示する。 
 
言語科学の応用(1) 
柴田美紀, 横田秀樹 (2014): 英語教育の素朴な疑問. くろしお出版. 
 
言語科学の応用(2) 
【教科書】 
岡田毅・石崎貴士(訳)(2008)『英語の書記体系』鶴見書店 
【参考書】 
Vivian Cook & Des Ryan (ends) (2016) The Routledge Handbook of the English Writing System, Routledge 
Vivian Cook & Li Wei (ends) (2016) The Cambridge Handbook of Linguistic Multi-CompetenceM, Cambridge University 
Press 



 

興津達朗『英語学大系：第 14 巻 言語学史』大修館書店 
７．授業時間外学習： 

授業で指示する。 
８．その他： 

ISTU（講義日程・内容・資料等）：https://istu3g.dc.tohoku.ac.jp/istu3g/ 

 



 

 国際文化研究科 

 

ヨーロッパ政治社会論Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 野村 啓介 

科目ナンバリング：KIC-HIS601J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

近代フランス外交と日仏関係の展開〔3〕 
２．授業の目的と概要： 

近代フランスの史的展開を考察するうえでは，国内的変化のみならず，対外的関係を視野におさめた研究もまた重要である。
その一環として本授業では，フランス第二帝政期を中心に，外交政策，外務省・外務官僚，在外公館などの外交にかかわる諸
問題に注目し，とりわけ日本との関係に留意しつつ，近代フランス外交の展開について考察する。 

３．学習の到達目標： 
昨年度にひきつづき，史実吟味，史料や研究書の批判的読解にとりくむ。これにより，史料論・方法論の検討といった歴史学
研究の基礎的作業にふれることにより，歴史的考察力を養う。またこうした作業をつうじ，みずからの研究テーマに即した観
点や方法論などに関する視野拡大につなげる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業の基本形態は講義とゼミの混合形式とし，関連する史資料を読み，それらの内容について受講者間で議論するとと
もに，史料読解にもとづき史実確定や歴史的事象の解明へといたる研究手法を考究する。 
1. ガイダンス 
2. 近代フランス外交をめぐる史的諸問題（1）：概略の説明 
3. 近代フランス外交をめぐる史的諸問題（2）：研究文献講読と問題発見 
4. 近代フランス外交をめぐる史的諸問題（3）：討論 
5. 近代フランスの対外進出と幕末の日仏関係（1）：概略の説明 
6. 近代フランスの対外進出と幕末の日仏関係（2）：研究文献講読と問題発見 
7. 近代フランスの対外進出と幕末の日仏関係（3）：討論 
8. 駐日代表の制度と機能（1）：概略の説明 
9. 駐日代表の制度と機能（2）：一次史料読解 
10. 駐日代表の制度と機能（3）：一次史料読解（つづき） 
11. 駐日代表の制度と機能（4）：駐日外交代表デュシェヌ・ド・ベルクールの事例 
12. 駐日代表の制度と機能（5）：駐日外交代表ロッシュの事例 
13. 総括と復習（1）：近代フランス外交について 
14. 総括と復習（2）：フランス外務省・外交官について 
15. 総括と復習（3）：日仏外交関係の特質について 
試験 レポートを課す。 

５．成績評価方法： 
授業への参加と課題遂行（60％），および期末レポート（40％）による。 

６．教科書および参考書： 
下記の他，有益な参考書を適宜紹介する。 
1)Bruley(Yves), Le Quai d'Orsay impérial: Histoire du ministère des affaires étrangères sous Napoléon III, Paris, 
2012. 
2)Baillou(Jean)(dir.), Les Affaires étrangères et le corps diplomatique français: De l'Ancien Régime au Second 
Empire, Paris, 1984. 
3)Mösslang(Markus) and riotte(Torsten)(ed.), The Diplomats' World: A Cultural History of Diplomacy, 1815-1914, 
London, 2008. 

７．授業時間外学習： 
毎回の授業を理解するために必要な予習をそのつど提示する。 

８．その他： 
論文や史料の読解には，それ相応の英語力とフランス語力が求められる。なお，概説書でよいから授業開始
前に読み，日仏関係史やフランス外交史の概略を通史的に理解しておくことが強く推奨される。 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語表象論Ⅰ 

曜日・講時：前期 火曜日 ５講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 佐藤 研一 

科目ナンバリング：KIC-LIT602J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

若きレッシング作喜劇『ユダヤ人』 
２．授業の目的と概要： 

 若きレッシング（1729-81）作一幕もの喜劇『ユダヤ人』Die Juden（1749 作、1754 刊行）を精読しながら、いかにレッシ
ングが、絶対主義的社会から市民社会への転形期に、先達の諸作品や文学的伝統を咀嚼しつつ、独自の文学的創造を遂げてゆ
くのか、解き明かす。 

３．学習の到達目標： 
 文学作品には、それを生み落とす時代や諸々の文学的伝統が重層的に刻印されているが、作品の独自性は、その枠組みを越
えて生まれてくる。原典を読みながら、かかる文学の創造性を味わう眼力を培う。のみならず、ドイツ語能力にも磨きをかけ
る。なお、ドイツ語未習者の受講生には、英訳本を用意する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  「啓蒙の世紀」とは、近代が近世と衝突しながら、漸次的に地殻変動を起こす過程にほかならない。近代社会が、突
如、フランス革命後に誕生したわけではないのである。レッシングは、身を以ってこの転形期を生きながら、擬古典主義的文
学の荒野に新しい道を切り開き、革新的な戯曲世界を築き上げた。この点を見定めたうえで、演習形式をとりながら、喜劇『ユ
ダヤ人』を読み味わい、いかに新しい文学が創出されてゆくのか実感し、かつまた考える。 
 
1.  初回は、レッシングについて紹介する。もとより演習は、講義とは異なり、学生諸君との不断のやりとりを通して、内
実を具え、展開してゆく。したがって、学生諸君の読解力や議論の方向をみすえて、授業を進めてゆくことになるが、あえて
二回以降の進度を記せば、以下の通り。 
2. 『ユダヤ人』第 1場、第 2場 
 
3. 『ユダヤ人』第 2場、第 3場 
4. 『ユダヤ人』第 4場、第 5場 
5. 『ユダヤ人』第 6場 
6. 『ユダヤ人』第 7場、第 8場, 第 9 場 
7. 『ユダヤ人』第 10 場 
8. 『ユダヤ人』第 11 場、第 12 場 
9. 『ユダヤ人』第 13 場、第 14 場 
10. 『ユダヤ人』第 14 場、第 15場 
11. 『ユダヤ人』第 16 場 
12. 『ユダヤ人』第 17、第 18 場、第 19場 
13. 『ユダヤ人』第 20 場、第 21場 
14. 『ユダヤ人』第 22 場 
15. 『ユダヤ人』最終場、および総括 
試験 なし 

５．成績評価方法： 
学生諸君の発表およびレポートに基づき評価する。 

６．教科書および参考書： 
Gotthold Ephraim Lessing: Die Juden. Stuttgart: Reclam, 2002. 

７．授業時間外学習： 
・柴田翔『内面世界に映る歴史 ゲーテ時代ドイツ文学史論』筑摩書房、1986 年。 
・坂井栄八郎『ゲーテとその時代』朝日選書、1996 年。 

８．その他： 
毎回、全員に発表してもらう。 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語芸術論Ⅰ 

曜日・講時：後期 水曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 小林 文生 

科目ナンバリング：KIC-LIT603J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

文学を読むことの意味（続々） 
２．授業の目的と概要： 

文学批評ないし文学理論の主要な概念の検討を通して、言語芸術としての文学を成立させる諸要素を理解するとともに、文学
を読むことの意味を多角的に探る。 

３．学習の到達目標： 
文学の研究方法を通して言語表現の芸術的側面とはいかなるものなのかを具体的に把握すること、また、文学を読む行為が持
つ意味をとくに歴史及び価値という視点から理解すること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 フランス文学研究の第一人者であるアントワーヌ・コンパニョンによる文学理論をめぐる議論をベースにして、テクス
ト講読と関連資料による講義を交互に行う。講義は日本語で行う。教科書はフランス語原典とその邦訳を使用する。 
1. 文学と理論に関する論点の整理。 
2. 文学と歴史について。 
3. 文学史と文学批評について。 
4. 思想史、社会史と文学の変遷について。 
5. 歴史主義と理論の関連について。 
6. 文献学の変遷について。 
7. 文学としての歴史について。 
8. 文学の評価ないし価値について。 
9. 傑作と駄作について。 
10. 美をめぐる幻想について。 
11. 古典の意義について。 
12. 文学における国家の伝統について。 
13. 古典の再発見について。 
14. 客観主義について。 
15. 価値と後世について。 
試験 レポート提出による。 

５．成績評価方法： 
レポート（平常の分担レポート 60％、及び学期末の課題レポート 40％）による。 

６．教科書および参考書： 
(教科書) 
Compagnon, Antoine - Le démon de la théorie, Seuil, 1998.（邦訳『文学をめぐる理論と常識』中地義一／吉川一義訳、
岩波書店、2007 年。） 
（参考書） 
Barthes, Roland - Le degré zéro de l’écriture, Seuil, 1953. 
Barthes, Roland -Sur Racine, Seuil, 1963. 
Compagnon, Antoine - La Troisième République des lettres, Seuil, 1983. 
Compagnon, Antoine - La littérature, pour quoi faire ?, Fayard, 2007. 
Fish, Stanley – Is There a Text in This Class?, Harvard University Press, 1980. 
Genette, Gérard - Figures III, Seuil, 1972. 

７．授業時間外学習： 
毎回の教科書の指定箇所を精読して要旨を作成するとともに、引用等については可能な限り原典を探して確認すること。ま
た、授業で配布する参考資料プリントをよく復習すること。 

８．その他： 
メールアドレス：fumio.kobayashi.d6@tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

芸術空間論Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 市川 真理子 

科目ナンバリング：KIC-LIT604E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Space in Performance I 
２．授業の目的と概要： 

The main purpose of this course is to explore methods by which to recover the original staging of English 
Renaissance plays. Most examples are taken from Shakespearean plays. 

３．学習の到達目標： 
Plays are written to be performed in theatrical space. Shakespeare, for example, wrote his plays for early modern 
English playgoers, not for modern readers. Without considering how he expected his plays to be performed in his 
theatres, we cannot fully understand his plays. The main purpose of this course is to seek basic methods by which 
to read plays as events which occur in theatrical space. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 This course will encourage participants to read plays in theatrical terms. Shakespeare and his 
contemporaries wrote their plays to be performed in English Renaissance playhouses. Unfortunately, the play texts 
provide relatively few stage directions. The d 
1. Introduction 
2. Lecture on early modern playhouses 
3. Lecture on early modern play texts 
4. Lecture on early modern playing companies 
5. Lecture on theatrical language 
6. Cases study 1 
7. Cases study 2 
8. Cases study 3 
9. Cases study 4 
10. Cases study 5 
11. Discussion 1 
12. Discussion 2 
13. Presentation 1 
14. Presentation 2 
15. Summary 
試験 Exam paper 

５．成績評価方法： 
1．Participation in class（70 percent weight） 
2．One exam paper（30 percent weight） 

６．教科書および参考書： 
M. Ichikawa, The Shakespearean Stage Space （Cambridge University Press, 2013）; ［参考書］ 

７．授業時間外学習： 
Please read at least one Shakespearean play in English.. 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

表象文化論Ⅰ 

曜日・講時：後期 金曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 寺本 成彦 

科目ナンバリング：KIC-LIT605J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

映画史と文学作品翻案映画（１）1895－1919 
History of the cinema and movies based on the novels (1)  1895－1919 

２．授業の目的と概要： 
映画の黎明期から第一次世界大戦終了直後までの映画史の流れを検討し、この最後発の芸術ジャンルがいかなる独自の表現
様式を獲得していったのかを理解する。さらに、映画芸術の進展に伴いながら製作されてきた小説作品の翻案映画をいくつか
検討し、映画における文学受容とその影響について明らかにする。 

３．学習の到達目標： 
1895 年の映画誕生期から、第一次世界大戦終了直後の 1919 年まで、欧米での映画芸術進展の歴史を把握する。その間、映画
がいかに独自の表現様式を備えたのか、他の芸術との差異をいかに形式的に獲得していったのかを理解する。またこの映画史
の最初期に文学作品の翻案がいかになされたのかを把握し、それが映画にとっていかなる意義を持つのかを理論的に考察で
きるようにする。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 ‐ 
1. 前史：動くイメージを定着する光学器械の発明 
2. エディソンによるキネトスコープ 
3. リュミエール兄弟によるシネマトグラフ（１） 
4. リュミエール兄弟によるシネマトグラフ（２） 
5. ブライトン派の映画作法 
6. エドウィン・ポーターによる映画の物語形式発見（１） 
7. エドウィン・ポーターによる映画の物語形式発見（２） 
8. 映画の“魔術師”ジョルジュ・メリエス（１） 
9. 映画の“魔術師”ジョルジュ・メリエス（２） 
10. Ｇ・メリエス『月世界旅行』（1902）とＪ・ヴェルヌ『地球から月へ』（1865） 
11. Ｃ・Ｗ・グリフィスによる映画芸術の完成（１） 
12. Ｃ・Ｗ・グリフィスによる映画芸術の完成（２） 
13. Ｃ・Ｗ・グリフィス『国民の創生』（1915）とＴ・ディクソン『クランズマン』（1905） 
14. Ｃ・Ｗ・グリフィス『イントレランス』（1916）から『散り行く花』（1919）へ 
15. まとめ 
試験 - 

５．成績評価方法： 
講義への出席と議論への参加、および学期末提出のレポートの評点を総合して成績評価する。 

６．教科書および参考書： 
参考書： 
‐ジョルジュ・サドゥール『世界映画全史』1 ～12, 村山匡一郎・出口丈人訳，国書刊行会，1992 年． 
‐出口丈人『映画映像史―ムーヴィング・イメージの軌跡―』小学館，2004 年． 
その他の参考書については授業中に指示し、適宜プリントも配布する。 

７．授業時間外学習： 
授業中に言及した映画作品を事前に見ておくようにすること。できれば映画館で鑑賞することが望ましいが、ＤＶＤなどでも
可。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

アメリカ政治社会論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 小原 豊志 

科目ナンバリング：KIC-HIS606J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アメリカ合衆国における異人種間結婚をめぐる法と政治 
２．授業の目的と概要： 

今春公開されたアメリカ映画『ラビング 愛という名前のふたり』は異人種間の結婚が違法とされていた 1950 年代のヴァー
ジニア州を舞台に、自らの愛を貫き通すべく戦ったラビング夫妻の実話を映画化したものである。ここからもわかるように、
アメリカにおいてはすでに植民地期に異人種間の結婚を禁止する法律が制定され、1960 年代まで廃止されなかった。結婚と
いう領域においてこのような法律が強固に残ったのはなぜなのだろうか。本講義では、異人種間結婚禁止法の歴史を扱った著
作の精読をつうじて「人種混淆」を回避しようとしてきた合衆国の法と政治の実相を解明する。 

３．学習の到達目標： 
異人種間結婚禁止法制定の背景や要因、およびその運用実態を個別具体的な歴史事象に即して把握することによって、アメリ
カ合衆国の法と政治社会における反人種混淆の論理を理解すること。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 Peggy Pascoe 著の What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America の精読と議論を
行なう。これにより、英文読解能力、論点の析出能力、ディベート力を養成する。なお、テキストの訳出は受講者全員が毎回
担当することとする。 
1. オリエンテーション 
2. テキストの精読（1） 
 Introduction (1) 
3. テキストの精読（2） 
Introduction (2) 
4. テキストの精読（3） 
1: Engendering Miscegenation (1) 
5. テキストの精読（4） 
1: Engendering Miscegenation (2) 
6. テキストの精読（5） 
1: Engendering Miscegenation (3) 
7. テキストの精読（6） 
1: Engendering Miscegenation (4) 
8. 小括（第 1章のまとめ） 
9. テキストの精読（7） 
2: Sexualizing Miscegenation Law (1) 
10. テキストの精読（8） 
2: Sexualizing Miscegenation Law (2) 
11. テキストの精読（9） 
2: Sexualizing Miscegenation Law (3) 
12. テキストの精読（10） 
2: Sexualizing Miscegenation Law (4) 
13. テキストの精読（11) 
2: Sexualizing Miscegenation Law (5) 
14. 小括（第 2章のまとめ） 
15. 総括 
試験 筆記試験は実施しない。 

５．成績評価方法： 
授業への貢献度（訳出・内容要約、および議論への参加度）を 40％、期末レポートを 60％に換算して評価する。 

６．教科書および参考書： 
Peggy Pascoe, What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America（Oxford University Press, 
2010) 
山田史郎『アメリカ史のなかの人種』（山川出版社、2006 年） 

７．授業時間外学習： 
授業では積極的な発言が求められるので、あらかじめテキストの訳出、内容要約、および論点の析出を行なってから授業にの
ぞむこと。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

ラテンアメリカ社会文化論Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ３講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 吉田 栄人 

科目ナンバリング：KIC-CUA607J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

先住民表象とインディヘニスモ 
２．授業の目的と概要： 

ラテンアメリカ、特にその文学作品において、先住民はこれまでどのように表象されてきたのか、その歴史を振り返ることで、
ラテンアメリカ社会における先住民の社会的位置づけを明らかにするとともに、先住民に向けられるまなざしがいかなる性
格のものであるのかを理解する。 

３．学習の到達目標： 
ラテンアメリカの先住民をめぐる言説にはどのような社会的意図が込められているのかを理解できるようになる。また併せ
て、ラテンアメリカだけには限らない、民族関係一般をめぐる諸問題を理解するための理論的基礎を身に付ける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  今日、メキシコ、さらにはラテンアメリカ全体で多文化主義が政策的なイデオロギーとして実践される中で、先住民
文学ルネッサンスとでも呼ぶことのできる先住民による文学活動が起きている。これを一時的な社会現象としてだけ捉える
のではなく、彼らが生み出す文学作品はラテンアメリカにおける文学的伝統にどのように接続することになるのか、その可能
性について考える。 
 この授業では下記に指定する指定教科書並びに関連する論文を読み、内容に関して討議しつつ、上記の問題を検討する。な
お、教科書として用いる本はメキシコ革命後にメキシ 
1. 授業の概要説明 
2. 応用人類学と革命政権（１） 
3. 応用人類学と革命政権（２） 
4. 先住民に関する語り―インディヘニスモ文学（１） 
5. 先住民に関する語り―インディヘニスモ文学（２） 
6. 先住民に関する語り―インディヘニスモ文学（３） 
7. 民族誌的表象（１） 
8. 民族誌的表象（２） 
9. 民族誌的表象（３） 
10. 証言文学と先住民運動（１） 
11. 証言文学と先住民運動（２） 
12. 先住民とジェンダー 
13. サパティスタと先住民表象 
14. 先住民文学の現代性 
15. 総括 
試験 試験の代わりに、レポートを課す。 

５．成績評価方法： 
授業への取り組み、討論への参加、レポートの内容を総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
Analisa Taylor. <i>Indigeneity in the Mexican Cultural Imagination: Thresholds of belonging.</i> Tucson, the 
University of Arizona Press, 2009. 

７．授業時間外学習： 
テキストの指定された箇所（論文を含む）を事前に読んでおくことが必須です。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

アメリカ文芸論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 山内 玲 

科目ナンバリング：KIC-LIT608J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

James Weldon Johnson The Autobiography of a Ex-colored Man を読む 
２．授業の目的と概要： 

1. 中編小説の精読により、文学作品の読解力を身に着ける。 
2. 題目作品をその社会・歴史的文脈に置き、アメリカ合衆国の人種問題に関する基礎的な素養を身に着ける。 
3. 研究を行う上で必要となる二次文献の読解力を身に着ける。 

３．学習の到達目標： 
1. 研究を行う上で必要となるレベルでの一次文献(文学作品)を読み解く力を習得する。 
2. 講義で扱う作品の基礎的な社会背景と、その作品のテーマとのかかわりを説明し、アメリカ合衆国の人種問題を理解する
ことができる。 
3. 二次文献の内容を把握した上で、研究のテーマとその先行研究に対する位置づけを整理することができるようになる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 学期中盤までは、各週所定の章を読んでいく。後半は二次文献を読んでいく。なお、下記の予定は講義の進み具合に応
じて変更することがあるので、授業中の指示を確認すること。 
1. イントロダクション 
2. Chapter 1&2 
3. Chapter 3&4 
4. Chapter 5 
5. Chapter 6&7 
6. Chapter 8 
7. Chapter 9 
8. Chapter 10 
9. Chapter 11 
10. 批評の精読： (1) 
11. 批評の精読： (2) 
12. 批評の精読： (3) 
13. 批評の多読： (1) 
14. 批評の多読： (2) 
15. ラップアップ： リサーチペーパーの作成方法 
試験 レポート試験 

５．成績評価方法： 
授業時に提出する課題 (30%) 
授業時のディスカッションへの参加と貢献 (30%) 
学期末レポート(40%) 

６．教科書および参考書： 
教科書： 
Johnson, James Weldon. The Autobiography of an Ex-Colored Man. Norton Critical Edition. Jacqueline Goldsby, ed. 
New York:  W. W. Norton & Company, Inc., 2015. 
参考書は適宜授業中に紹介する。 

７．授業時間外学習： 
・ 辞書を引く労力を惜しまないこと。また、地名や固有名詞などに関しては、ウィキペディア等で検索する程度の労力は惜
しまないこと。勿論ネットで調べてそれでよしとするのではなく、研究室・資料室・図書館で事典等の文献を調べて情報の裏
付けを取るように心がけること。 
・ 今期は中編小説を扱うので、時間の許す限り細部まで読み込んでくるのと同時に、各章の構成と展開をつかむことも意識
しながら読むこと。具体的には、毎週授業で読む範囲の要約を提出した上で受講することが求められる。 
・ 二次文献を読む際には、その内容を把握す 

８．その他： 
オフィスアワー・メールアドレスは初回授業時に伝える。 

 



 

 国際文化研究科 

 

アメリカ文化形成論Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 竹中 興慈 

科目ナンバリング：KIC-ARS609J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アメリカにおけるアフリカ系にたいする差別形成の底流 
２．授業の目的と概要： 

2016 年のアメリカ大統領選挙では移民、女性、アフリカ系などへの露骨な差別意識が顕在化した。このようなまったく過去
のものになってはいない差別意識の底流は、アフリカ系については、いつ頃、どのようにして形成されたのであろうか。本講
義では、その一端をアフリカから新大陸への中間航路における奴隷男女にたいする扱いを検討する中で、合衆国における差別
（意識）形成という問題を検討する。 

３．学習の到達目標： 
最新刊の英語の専門書を丁寧に読みながら、合衆国におけるアフリカ系にたいする差別形成問題について検討する中で、アメ
リカ合衆国の抱える基本問題にたいする視座、視角等の検討方法を身につける。 
歴史的問題を英語の専門書を読解しながら、専門書の読み方、発表の仕方の基礎的訓練をおこなう。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 ゼミ形式で、中間航路の奴隷船内における奴隷男女への対応を具体的に検討する。 
1. 授業のオリエンテーション 
2. １章の前半 
3. １章の後半 
4. ２章の前半 
5. ２章の後半 
6. ３章の前半 
7. ３章の後半 
8. ４章の前半 
9. ４章の後半 
10. ５章の前半 
11. ５章の後半 
12. ６章の前半 
13. ６章の後半 
14. ７章の前半 
15. ７章の後半 
試験 試験に変えてレポートを提出しもらいます。 

５．成績評価方法： 
授業の参加度７０％ 
レポート３０％ 

６．教科書および参考書： 
テキスト：Sowande’ M. Mustakeem, Slavery at Sea: Terror, Sex, and Sickness in the Middle Passage, （Urbana, 
Chicago, and Springfield: Univ. Illionis Press, 2016）. 各自コピーをとってもらいます。 
参考書：貴堂、兼子編、『「ヘイト」時代のアメリカ史：人種・民族国籍を考える』彩流社、2017 年 2月。 

７．授業時間外学習： 
事前の予習にしっかり時間を割いておくこと。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

ヨーロッパ・アメリカ研究総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS610J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

ヨーロッパ・アメリカ研究の基礎 (2017-1） 
２．授業の目的と概要： 

ヨーロッパ、およびアメリカの文学・歴史・社会・芸術・文化を研究対象とする学生の修士論文作成に向け、受講生が研究報
告をおこない、その報告に関する質疑応答や意見交換を出席者全員でおこなう。 

３．学習の到達目標： 
研究報告ならびに議論をつうじ、学術研究の方法を習得するとともに、完成度の高い修士論文を作成する能力を身につけるこ
と。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 1 年次学生は研究テーマの確定のため、研究題目発表会に向けた研究報告を数回にわたっておこなう。2年次学生は修
士論文の骨子確定のため、修士論文構想発表会に向けた研究報告を数回にわたっておこなう。 
1. オリエンテーション 
2. 発表（１） 
3. 発表（２） 
4. 発表（３） 
5. ディスカッション（１） 
6. 発表（４） 
7. 発表（５） 
8. 発表（６） 
9. ディスカッション（２） 
10. 発表（７） 
11. 発表（８） 
12. 発表（９） 
13. ディスカッション（３） 
14. 総括（１） 
15. 総括（２） 
試験 レポート等 

５．成績評価方法： 
研究報告内容および議論への参加度を総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
適宜、授業のなかで示す。 

７．授業時間外学習： 
授業中に課題等を随時指示する。 

８．その他： 
オフィスアワー： 木曜日 14:10～14:40 

 



 

 国際文化研究科 

 

ヨーロッパ・アメリカ研究総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：ヨーロッパ・アメリカ研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS610J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

ヨーロッパ・アメリカ研究の基礎 (2017-2） 
２．授業の目的と概要： 

ヨーロッパ、およびアメリカの文学・歴史・社会・芸術・文化を研究対象とする学生の修士論文作成に向け、受講生が研究報
告をおこない、その報告に関する質疑応答や意見交換を出席者全員でおこなう。 

３．学習の到達目標： 
研究報告ならびに議論をつうじ、学術研究の方法を習得するとともに、完成度の高い修士論文を作成する能力を身につけるこ
と。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 1 年次学生はテーマの一層の絞り込みのために数回にわたって研究報告をおこなう。 
2 年次学生は修士論文の完成に向け、修士論文の具体的な内容に関する研究報告を数回にわたっておこなう。 
1. オリエンテーション 
2. 発表（１） 
3. 発表（２） 
4. 発表（３） 
5. ディスカッション（１） 
6. 発表（４） 
7. 発表（５） 
8. 発表（６） 
9. ディスカッション（２） 
10. 発表（７） 
11. 発表（８） 
12. 発表（９） 
13. ディスカッション（３） 
14. 総括（１） 
15. 総括（２） 
試験 レポート等 

５．成績評価方法： 
研究報告内容および議論への参加度を総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
適宜、授業のなかで示す。 

７．授業時間外学習： 
授業中に課題等を随時指示する。 

８．その他： 
オフィスアワー： 木曜日 14:10～14:40 

 



 

 国際文化研究科 

 

アジア社会文化論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 勝山 稔 

科目ナンバリング：KIC-LIT611J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アジア社会文化研究の基礎知識 
２．授業の目的と概要： 

本講義は、中国を中心としたアジア社会文化の研究に必要な「研究の基礎」にあたる要素を習得させることを目的としている。
そこで、従来の講義で副次的な扱いしか受けていなかった「研究」という視点から、アジア社会文化研究に必要となる基礎知
識の確認と学問研究の意義を理解することにある。 

３．学習の到達目標： 
本講義の到達目標は、アジア社会文化研究の基礎知識として中国史や中国学の基礎知識を習得することにある。また他選考の
学生にも理解しやすいよう講義する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業の内容・方法と進度予定： 
 アジア社会文化研究の基礎知識としての基本項目を中心に講義する。なお、中国史や中国学の基礎知識の習得を目的とす
る。 
1.    〇史料の扱い方 
2.    〇敦煌文書 
3.    〇史料批判の方法と実例 
4.    〇正史と『資治通鑑』の基礎知識 
5.    ○目録の歴史と変遷 
6.    ○政書と『永楽大典』 
7.    ○『四庫全書』 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
試験 各項目に関する基礎的内容を分かりやすく説明する。 

５．成績評価方法： 
出席状況とレポート（最終講義日に提出のこと）とを総合的に判断して評価する。 

６．教科書および参考書： 
講義の中で適宜指示する。 

７．授業時間外学習： 
必要に応じて宿題を課す 

８．その他： 
内容的に専門的な話も多くなるが平易な説明を心がける。なお、一部の史料読解等も予定している。 

 



 

 国際文化研究科 

 

アジア文化生成論Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 朱 琳 

科目ナンバリング：KIC-OHU612J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

東アジアの知識人の思想再考――「文明」・「国家」・「社会」・「戦争」のアプローチから 
２．授業の目的と概要： 

近年、東アジアの政治的緊張は各方面に様々な影響を及ぼしている。本授業では、現在の問題の根源を歴史的に溯って考え、
政治史・思想史的問題と今日的問題との橋渡しをしたいと考えている。 
比較史の視点を用い、「文明」・「国家」・「社会」・「戦争」などのアプローチから、日本、中国、あるいは韓国の代表的な知識
人の思想を取り上げ、東アジアの多様な「学」と「知」のありかたの再考を試みる。また、19世紀半ばから現在にいたるまで
の東アジアの様々な問題の歴史的経緯、およびそこに見られる思想の連続性と変容、またその変容の背景と原因を探る。 

３．学習の到達目標： 
東アジアの代表的な知識人の思想に光を当て、その知恵や主張および変遷のプロセスを明らかにする。 
また、近代東アジア諸国の関係の展開について理解を深めるとともに、グローバル時代の国民的課題である「自己認識」と「他
者理解」の問題をも照射することを目指す。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 東アジアの知識人の思想的系譜を描くために、基礎事実の確認、原典の精読、研究文献の分析などに目を配りながら、
授業を進めていく。 
昨年度とは異なり、教員による講義の形をとらず、院生による研究発表を中心に授業を実施する予定である。したがって、履
修者の積極的な参加が不可欠である。この点に関しては、履修の際、ぜひ留意していただきたい。 
1. ガイダンス 
2. 「文明」のアプローチ① 魏源 ＶＳ 横井小楠 
3. 「文明」のアプローチ② 王韜 ＶＳ 中村正直 
4. 「文明」のアプローチ③ 厳復 ＶＳ 福澤諭吉 
5. 「国家」のアプローチ① 梁啓超 ＶＳ 徳富蘇峰 
6. 「国家」のアプローチ② 孫文 ＶＳ 宮崎滔天 
7. 「国家」のアプローチ③ 張謇 ＶＳ 渋沢栄一 
8. 中間まとめ 
9. 「社会」のアプローチ① 李大釗 ＶＳ 吉野作造 
10. 「社会」のアプローチ② 周作人 ＶＳ 柳田國男 
11. 「社会」のアプローチ③ 秋瑾 ＶＳ 平塚らいてい 
12. 「戦争」のアプローチ① 宋教仁 ＶＳ 北一輝 
13. 「戦争」のアプローチ② 梁漱溟 ＶＳ 橘樸 
14. 「戦争」のアプローチ③ 胡適 ＶＳ 室伏高信 
15. 総括 
試験 与えられた課題を小論文にまとめ提出する 

５．成績評価方法： 
平常点（出席＋レポート＋授業への参加および貢献度など）60％＋期末試験（論述問題が中心）40％ 

６．教科書および参考書： 
『講座 東アジアの知識人』1～5巻、有志舎、2013 年。 

７．授業時間外学習： 
毎回の宿題（指定した原典の精読や周辺文献の蒐集など）を果たすこと。 

８．その他： 
学生の理解度などにあわせて、ことわりなく授業の内容や進度を調整することがある。 

 



 

 国際文化研究科 

 

東アジア社会構造論Ⅰ 

曜日・講時：前期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 前島 佳孝 

科目ナンバリング：KIC-HIS613J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

中国古代中世における社会構造の諸相 
２．授業の目的と概要： 

中国古代中世の様々な社会的事象の構造を分析することを通じて、中国を中心とする東アジア世界の形成を考える。 
３．学習の到達目標： 

中国を中心とする東アジア世界の形成について知る。 
歴史事象を構造的に整理・把握する意識を養う。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 講義形式で行う。 
1. ガイダンス 
2. 文献と考古学 
3. 春秋時代の覇者体制 
4. 春秋戦国時代の社会変革 
5. 戦国～漢初の国際関係構造 
6. 漢代の政治構造 
7. 漢代の在地社会 
8. 禅譲革命様式の成立 
9. 五行思想と王朝交替 
10. 徙民政策と民族融合 
11. 五胡十六国・南北朝時代の国際関係構造 
12. 北朝～隋の統治領域構造 
13. 東アジア都城史概論 
14. 唐代の国家構造の変遷 
15. まとめ 
試験 - 

５．成績評価方法： 
出席：40％、レポート：60％ で評価を行う。 

６．教科書および参考書： 
教科書：プリントを配布する。 
参考書：松丸道雄等編『世界歴史大系 中国史』各巻（東京：山川出版社・1996～）、愛宕元, 冨谷至編『中国の歴史』（京都：
昭和堂・2009 年）。他にも授業中に随時紹介する。 

７．授業時間外学習： 
講義に先だって上掲参考書の当該箇所に目を通しておく。講義で述べた事項を各自の専門とする時代や地域、テーマと比較し
て考えることは有益であり、検証内容の構造を示す概念図を描き起こすことも試みて欲しい。 

８．その他： 
講義は日本語で行う。 

 



 

 国際文化研究科 

 

イスラーム圏政治社会論Ⅰ 

曜日・講時：後期 水曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 黒田 卓 

科目ナンバリング：KIC-HIS614J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

イスラーム圏の政治と思想 
２．授業の目的と概要： 

 中東地域を核とするイスラーム圏。現代の政治状況は混沌として先行きさえ不透明な状況である。しかし移ろいやすい政治
世界の背後には、この地域に 1500 年にわたって培われてきた思想や文化の営みがある。本授業は、いま一度原点に立ち返っ
て、政治行動を支える思想的・文化的な背景に光を当てて考察する。 

３．学習の到達目標： 
・イスラーム文化の成り立ちと基本的なパターンを理解する 
・イスラームの思想的な流れを大枠で把握する 
・イスラームの思想・哲学の基本的な構造と特色を理解する 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  本授業は、現代政治の動向を考えるうえでも不可欠なイスラームのイスラームたる所以に当たるところを探る試み
であり、そのため講義形式による分かりやすい説明と、日本語で書かれた定評ある著作を精読することにより、多角的にイス
ラームを理解できるように考慮する。 
1. オリエンテーション 
2. イスラームとは何か⑴ 
3. イスラームとは何か⑵ 
4. イスラームとは何か⑶ 
5. イスラーム思想のパターン⑴ 
6. イスラーム思想のパターン⑵ 
7. イスラーム思想のパターン⑶ 
8. イスラーム思想のパターン⑷ 
9. イスラーム思想のパターン⑸ 
10. 中間まとめ 
11. イスラーム哲学⑴ 哲学の誕生 
12. イスラーム哲学⑵ 哲学の展開 
13. イスラーム哲学⑶ 存在一性論の流れ 
14. イスラーム思想⑷ 存在一性論の特徴 
15. 最終まとめ 
試験 著作の読解や中味の報告、議論を重視する。 

５．成績評価方法： 
出席状況、討論への参加、レポート提出などを基礎に総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
教科書として、イスラームの政治の基層を支える思想・哲学や価値観を考察する井筒俊彦『イスラーム哲学の原像』（岩波新
書 119）を使う。参考書は授業のなかで適宜紹介するが、井筒の東洋哲学を背景とした思想展開としては、『意識と本質』（岩
波文庫）が参考に値する。 

７．授業時間外学習： 
教科書として使うテキストは必ず受講者が全員読んで、討論に参加できるように備えること。 

８．その他： 
授業は講義形式と著作の輪読・報告形式を併用する。 

 



 

 国際文化研究科 

 

中東・アフリカ社会構造論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 大河原 知樹 

科目ナンバリング：KIC-ARS615J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

イスラーム世界と日本社会の出会い 
２．授業の目的と概要： 

明治以降、イスラーム世界と日本社会は、本格的に出会い、そして互いに認識を深めていくこととなります。それぞれの認識
の形成プロセスは決して単純ではなく、未だに包括的な研究はなされておりません。この授業では、当時の人々が書き残した
記述などを手掛かりに、このプロセスを考察することを目的とします。 

３．学習の到達目標： 
明治の末頃にイスラーム世界から日本へやってきたムスリム、日本からイスラーム世界に渡った日本人の回想をもとに、互い
の社会の認識・理解が進むプロセスを考え、理解することを目標とします。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 導入：イスラーム世界と日本の出会い１ 
2. 導入：イスラーム世界と日本の出会い２ 
3. イスラーム系ロシア人の見た明治日本１ 
4. イスラーム系ロシア人の見た明治日本２ 
5. イスラーム系ロシア人の見た明治日本３ 
6. イスラーム系ロシア人の見た明治日本４ 
7. イスラーム系ロシア人の見た明治日本５ 
8. 日本人の見た末期オスマン朝１ 
9. 日本人の見た末期オスマン朝２ 
10. 日本人の見た末期オスマン朝３ 
11. 日本人の見た末期オスマン朝４ 
12. 日本人の見た末期オスマン朝５ 
13. 浦島伝説のイスラーム的解釈１ 
14. 浦島伝説のイスラーム的解釈２ 
15. 講義総括討論 
試験 最終レポート 

５．成績評価方法： 
講義への取り組み姿勢と最終レポート 

６．教科書および参考書： 
杉田英明『日本人の中東発見 逆遠近法のなかの比較文化史』東京大学出版会, 1995. 
アブデュルレシト・イブラヒム（著）小松香織・小松久男（訳）『ジャポンヤ』第三書館, 1991. 
山田寅次郎『土耳古畫觀』方丈堂出版, 2016. 

７．授業時間外学習： 
講読のためのレジュメを作成し、最終レポートのための準備をします。 

８．その他： 
特になし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

中東・アフリカ社会文化論Ⅰ 

曜日・講時：前期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 松原 康介 

科目ナンバリング：KIC-ARS616J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

中東・北アフリカ地域の都市世界をさぐる 
２．授業の目的と概要： 

中東・北アフリカ地域には、イスラームをはじめとする様々な宗教が、都市の構成にも影響を与えてきました。一見すると迷
路のようでありながら、しかし隠された秩序のある都市空間は、現在、世界遺産にも登録され、様々な保全、活性化、観光化
のための試みもなされています。さらに、かつてのフランスの植民地であったことから、パリを思わせるような新市街も存在
し、多文化空間を実現しています。 
この講義では、講師自身が作成、撮影してきた映像資料をふんだんに用いて、中東・北アフリカ地域に古くから存在してきた、
歴史都市の空間のありかたを学習します。 

３．学習の到達目標： 
目標１：中東・北アフリカ地域の特徴ある都市空間について、宗教施設、交易施設、市場、隊商宿、公共浴場といった、基本
的な構成要素の存在と、それらの有機的なつながりをイメージできる。 
目標２：また、現在における、老朽化と保全、開発と観光といった課題を概略的に説明できる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 迷宮都市フェスの空間秩序と北アフリカの諸都市(1) 
2. 迷宮都市フェスの空間秩序と北アフリカの諸都市(2) 
3. 迷宮都市フェスの空間秩序と北アフリカの諸都市(3) 
4. シリア・アレッポの旧市街と西アジアの歴史都市(1) 
5. シリア・アレッポの旧市街と西アジアの歴史都市(2) 
6. シリア・アレッポの旧市街と西アジアの歴史都市(3) 
7. 中央アジアと中国・西安、東南アジアの都市空間(1) 
8. 中央アジアと中国・西安、東南アジアの都市空間(2) 
9. 中央アジアと中国・西安、東南アジアの都市空間(3) 
10. 日本の先人・番匠谷堯二の業績(1) 
11. 日本の先人・番匠谷堯二の業績(2) 
12. 日本の先人・番匠谷堯二の業績(3) 
13. 世界遺産と国際協力、そして内戦復興の都市計画(1) 
14. 世界遺産と国際協力、そして内戦復興の都市計画(2) 
15. 世界遺産と国際協力、そして内戦復興の都市計画(3) 
試験 最終レポートの提出をもってこれにかえます。 

５．成績評価方法： 
出席５０％ レポート５０％により評価します。 

６．教科書および参考書： 
陣内秀信・新井勇治『イスラーム世界の都市空間』法政大学出版局、２００２ 
松原康介『モロッコの歴史都市 フェスの保全と近代化』学芸出版社、２００８ 
※そのほか、参考書を講義中に適宜紹介します。 

７．授業時間外学習： 
講義で紹介する参考書や映画などを見ておくと具体的な都市・建築のイメージがわきます。また、仙台であれば青葉通りなど、
戦災復興都市計画の成果を実地で見聞しておくとベターです。 

８．その他： 
特になし 

 



 

 国際文化研究科 

 

アジア・アフリカ研究総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS617J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アジア・アフリカ研究の現状と課題 A 
２．授業の目的と概要： 

 学生各自がそれぞれの研究テーマに即して報告・発表を行い、それをめぐって参加者全員が分析・討論を行う。随時、学生
のテーマに応じて、数名ずつの分科会方式を採用する。 

３．学習の到達目標： 
 院生が自らの研究を日本内外の研究状況と比較検討し、その研究テーマの斬新性、意義、その分析手法の特徴などを発表す
る。他の学生は発表について的確に理解し批評する能力を養う。その上に立って、とくに研究課題の設定とその分析の手法、
論理的展開の手法、論文の作成と研究成果の発表方法などを習得する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業内容・方法と進度予定：学生の研究報告とこれに関する討論（質疑・応答）を中心に行う。 
 １）研究資料の分析・批判的検討の方法 
 ２）レジュメの作成、発表の方法、討議の仕方 
 ３）論文（論文発表である場合） 
を中心に行う。 
1. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A１ 
2. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A２ 
3. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A３ 
4. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A４ 
5. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A５ 
6. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A６ 
7. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A７ 
8. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A８ 
9. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A９ 
10. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A10 
11. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A11 
12. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A12 
13. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A13 
14. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A14 
15. アジア・アフリカ研究の現状と課題 A15 
試験 授業内容・方法と進度予定：学生の研究報告とこれに関する討論（質疑・応答）から、 
 １）研究資料の分析・批判的検討の方法 
 ２）レジュメの作成、発表の方法、討議の仕方 
 ３）論文（論文発表である場合） 
を試験する。 

５．成績評価方法： 
演習での発表・報告と討論の内容によって、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
資料は発表者が作成・配布する。 
参考書は演習の中で随時指示する。 

７．授業時間外学習： 
レジュメの準備、討論の内容整理が必須です。 

８．その他： 
とくになし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

アジア・アフリカ研究総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：アジア・アフリカ研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS617J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アジア・アフリカ研究の現状と課題 B 
２．授業の目的と概要： 

 学生各自がそれぞれの研究テーマに即して報告・発表を行い、それをめぐって参加者全員が分析・討論を行う。随時、学生
のテーマに応じて、数名ずつの分科会方式を採用する。 

３．学習の到達目標： 
 院生が自らの研究を日本内外の研究状況と比較検討し、その研究テーマの斬新性、意義、その分析手法の特徴などを発表す
る。他の学生は発表について的確に理解し批評する能力を養う。その上に立って、とくに研究課題の設定とその分析の手法、
論理的展開の手法、論文の作成と研究成果の発表方法などを習得する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業内容・方法と進度予定：学生の研究報告とこれに関する討論（質疑・応答）を中心に行う。 
 １）研究資料の分析・批判的検討の方法 
 ２）レジュメの作成、発表の方法、討議の仕方 
 ３）論文（論文発表である場合） 
を中心に行う。 
1. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B１ 
2. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B２ 
3. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B３ 
4. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B４ 
5. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B５ 
6. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B６ 
7. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B７ 
8. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B８ 
9. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B９ 
10. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B10 
11. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B11 
12. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B12 
13. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B13 
14. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B14 
15. アジア・アフリカ研究の現状と課題 B15 
試験 授業内容・方法と進度予定：学生の研究報告とこれに関する討論（質疑・応答）から、 
 １）研究資料の分析・批判的検討の方法 
 ２）レジュメの作成、発表の方法、討議の仕方 
 ３）論文（論文発表である場合） 
を試験する。 

５．成績評価方法： 
演習での発表・報告と討論の内容によって、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
資料は発表者が作成・配布する。 
参考書は演習の中で随時指示する。 

７．授業時間外学習： 
レジュメの準備、討論の内容整理が必須です。 

８．その他： 
とくになし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

日本文化基層論Ⅰ 

曜日・講時：後期 火曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 佐藤 勢紀子 

科目ナンバリング：KIC-LIT618J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

『源氏物語』と仏典 
２．授業の目的と概要： 

『源氏物語』に見られる仏教の経典や論・釈等からの引用や叙述内容の摂取に着目し、古代から中世にかけての日本人のもの
の見方や考え方に仏典が与えた影響について考える。 

３．学習の到達目標： 
・ 平安時代の文学、思想、社会状況についての知見をもとに、日本語および日本文化の基層について 
の理解を深める。 
・ 辞書や注釈書等を手引きとして、古文を読む方法を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 下記のテーマで講義を行う。受講者は授業期間中１回、その回のテーマと関係の深い『源氏物語』の一節について報告
する。報告者は担当部分の『源氏物語』テキストの原文および口語訳のほか、その部分についての３つの訳本（現代日本語訳
／外国語訳）を選んで読み、訳の異同について報告し、担当部分の内容についてコメントする。それをもとにクラスで意見交
換を行う。 
1. ガイダンス 
2. 『源氏物語』の概要 
3. テキスト、注釈、翻訳、翻案 
4. 『源氏物語』と仏典―総論― 
5. 『法華経』―三周説法―（帚木巻） 
6. 『法華経』―常不軽行―（総角巻） 
7. 『法華経』―優婆夷―（手習巻、夢浮橋巻） 
8. 『法華経』『法華玄義』『維摩経』―一音説法―（蛍巻） 
9. 「方等経」―方便―（蛍巻） 
10. 『観無量寿経』―九品浄土―（帚木巻） 
11. 『往生要集』―煩悩即菩提―（蛍巻） 
12. 『大日経』―三句の法門―（蜻蛉巻） 
13. 『大日経義釈』―妄語―（宿木巻） 
14. 『大日経義釈』―綺語―（手習巻） 
15. 『大日経義釈』―邪婬―（夢浮橋巻） 
試験 - 

５．成績評価方法： 
出席および授業参加４０％、報告３０％、期末レポート３０％ 

６．教科書および参考書： 
教室で指示する。 

７．授業時間外学習： 
前もって配布されるテキストを読んで授業に参加する。報告では、テキストの精読、訳本との比較、内容についての考察を行
い、レジュメを作成する。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

比較文化形成論Ⅰ 

曜日・講時：前期 月曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 鈴木 道男 

科目ナンバリング：KIC-CLC619J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

江戸博物学の射程と現代への継承 
２．授業の目的と概要： 

18 世紀から 19 世紀初頭にかけて、西欧以外では唯一日本において発展したとされる命名記載の体系化を目指す「博物学」に
ついて、比較の視点から、特に日本における展開と独自性について理解し、併せて明治以降の日本人の自然理解の特殊性にそ
れを照射する。 

３．学習の到達目標： 
江戸博物学の独自性を理解し、当時の諸学におけるその位置を確認しつつ、その到達点を探る。 
明治以降に江戸博物学が及ぼし続けた影響を理解する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 -座学を中心とするが、講義期間内に一度、狩野文庫第八門を中心に、江戸博物学の成果の実物に触れて理解を深める。 
1. 現代と博物学 
2. 西洋博物学 
3. 本草学と博物学 
4. 狩野文庫実習 
5. ケンペルと中村惕斎の『訓蒙図彙』 
6. 丹羽正伯の『産物帖』と博物大名 
7. ツュンベリと江戸の学者たち 
8. シーボルトと尾張・江戸の学者たち 
ケンぺル、ツュンベリ、シーボルトの来日がもたらしたもの 
9. 化政期の「江戸」博物学 
10. 堀田正敦と化政期の政治、学問 
11. 堀田正敦の博物学１ 鳥の殿様 総合の学としての博物学 
12. 堀田正敦の博物学２ 北方への関心 
13. 堀田正敦の博物学 3 網羅的博物学への展開 
14. 幕末の博物学 
15. 明治以降の日本博物学（ファーブル理解を中心に）－日本人の自然理解の特殊性 
試験 試験は行わない。 

５．成績評価方法： 
授業への参加を重視する。レポートを課す。 

６．教科書および参考書： 
必要な資料は教室で渡す。 

７．授業時間外学習： 
期末にレポートを課すので、その準備が必要となる。 

８．その他： 
前期中に一度狩野文庫において実習する。 

 



 

 国際文化研究科 

 

比較文化動態論Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 藤田 緑 

科目ナンバリング：KIC-CLC620J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

近世・近代日本における黒人表象 
２．授業の目的と概要： 

グローバリゼーションが加速する現代にあっても、日本人にとって、アフリカは、依然として、どこか隔絶した感があるのは
否めないだろう。名だたるアスリートや文学者、政治家などのごく限られた人物を別とすれば、アフリカ人もまた遠い存在と
いえる。ところが、江戸時代の日本では、黒人は庶民の生活のなかでも娯楽という特異な空間に、その存在を誇示していた。
江戸期に「黒坊」と呼ばれた、黒褐色系の東南・西南アジアやアフリカの人々の情報は、版画や見世物や芝居や読物を通じて
流通し、消費されていたのである。ことに、漆黒に塗りつぶされた黒坊の姿が江戸人を驚かせたことは想像に難くない。だか
らこそ、江戸時代を通じて、啓蒙書や節用集のなかで、彼ら（黒坊とはどういう人々なのか）について、繰り返し説明が付さ
れたのである。 
 本講義は、様々な媒体（長崎旅行記、版画、錦絵、屏風絵、見世物、芝居、黄表紙、外国旅行記）において表象されたこれ
らの事例から代表的なものをいくつかを取り上げ、その背景も視野に入れつつ、江戸時代における異文化摂取や理解とその変
容の一断面を明らかにすることを目的とする。 

３．学習の到達目標： 
原典の講読と分析を通して、一つのテーマを探求する比較文学比較文化の方法と姿勢を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業の目的と概要にも記したように、黒人表象の見られる絵画・芝居・旅行記等から代表的なものを取り上げ、分析・
考察・討議を行う。同時に近世ヨーロッパの世界像や近世・近代イギリス戯曲との比較も試みる。基本的に演習形式で授業を
進める。 
1. Introduction 
2. 泰西王候図とヨーロッパ地図作成史（1） 
3. 泰西王候図とヨーロッパ地図作成史（2） 
4. 司馬江漢『江漢西遊日記』（1） 
5. 司馬江漢『江漢西遊日記』（2） 
6. 渡辺秀石『唐蘭館絵巻』（1） 
7. 渡辺秀石『唐蘭館絵巻』（2） 
8. 講義調整日 
9. 北斎・国芳・アルチンボルト（1） 
10. 北斎・国芳・アルチンボルト（2） 
11. 北斎・国芳・アルチンボルト（3） 
12. 黒坊の比較文学：黄表紙とイングランド戯曲（1） 
13. 黒坊の比較文学：黄表紙とイングランド戯曲（2） 
14. 黒坊の比較文学：黄表紙とイングランド戯曲（3） 
15. 講義総括 
試験 試験は行わない。 

５．成績評価方法： 
平常点（演習発表等）と学期末レポートにより総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
参考文献は授業中に適宜指示する。 

７．授業時間外学習： 
日本史と世界史の流れを把握し、常に世界の中の日本を意識すること。 

８．その他： 
上記に記載した講義の順番・テーマは変更になることもある。 

 



 

 国際文化研究科 

 

日本社会生成論Ⅰ 

曜日・講時：後期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 荒木 志伸 

科目ナンバリング：KIC-ARS621J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

東北地方における霊場の景観 - 松島、山寺立石寺、出羽三山- 
２．授業の目的と概要： 

（1）東北の霊地・霊場について、歴史的な意義について説明することができる。また、日本の信仰形態 
をアジア・世界の中の「日本」という国際性を意識しながら、説明できるようにする。 
（2）考古学的な検討手法および文字情報から、石造文化財について理解できるようになる。 
（3）フィールドワークで実物資料に触れ、授業内容の成果をふまえたシンポジウムに参加することで、 
日本における庶民信仰の特質について実践的に理解する。 
（4）日本の信仰についての最新の研究成果を通じて、「日本らしさ」について自分自身の見地をもてる 
ようになる。 

３．学習の到達目標： 
熊野古道としても知られる「紀伊山地の霊場と参詣道」（世界遺産）は、日本国内はもちろん日本の文化に触れることができ
るとして、世界から訪れる人がやまない場所である。また、２０１５年より文化庁は、日本各地で地域の歴史的魅力や特色を
通じて日本文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定しはじめた。こうしたストーリーを語
る有形や無形の文化財が、霊地・霊場といった信仰の空間に多く残されている。これらは観光資源としてはもちろん、地域の
人々の誇り・心の拠り所として歴史的に受け継がれてきたものである。 
本授業では、現代の人々も魅きつける東北地方の霊場・寺社への知識を深め、その歴史を理解する。特に、石造文化財にも焦
点をあてて、民衆の信仰や生活・社会と関連づけながら考察していく。フィールドワーク（松島（瑞巌寺・雄島））やシンポ
ジウムへの参加もおこない、座学のみにとどまらない日本文化への理解を深める機会としてほしい。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 日本における霊地・霊場とは（イントロダクション） 
2. 霊地・霊場と日本の宗教 
3. 山岳信仰と日本 
4. 日本の霊地・霊場と東北 
5. 東北地方の霊場② 山寺立石寺 
6. 東北地方の霊場③ 出羽三山 
7. 東北地方の霊場④ 松島 
8. 松島（瑞巌寺・雄島）の現地実習 
9. 松島（瑞巌寺・雄島）の現地実習 
10. 松島（瑞巌寺・雄島）の現地実習 
11. 松島（瑞巌寺・雄島）の現地実習 
12. 松島（瑞巌寺・雄島）の現地実習 
13. 日本列島における霊場の思想① シンポジウム 
14. 日本列島における霊場の思想② シンポジウム 
15. 日本列島における霊場の思想③ シンポジウム 
試験 - 

５．成績評価方法： 
授業での議論への参加姿勢（現地実習、シンポジウムへの積極的な参加）50％、レポート 50％。 

６．教科書および参考書： 
教科書は特に使用しないが、各回にＡ４資料を４～５枚程度、テキストとして配布する。 
〔参考書〕 
 佐藤 弘夫『霊場の思想（歴史文化ライブラリー164）』2003 
 鈴木 正崇『山岳信仰 - 日本文化の根底を探る (中公新書)』2015 

７．授業時間外学習： 
テキストの中で不明な用語や内容があれば、辞典類で調べること。 

８．その他： 
現地実習の費用(交通費、昼食代、拝観料など)は自己負担となる。当日は運動しやすい格好で来ること。 
最終日の午後は、ワークショップ形式で、担当教員以外も含めた公開形式のシンポジウムへの参加となる。 

 



 

 国際文化研究科 

 

日本社会構造論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 妙木 忍 

科目ナンバリング：KIC-ARS622J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

日本社会構造論 I ――メディアと観光から日本社会を考える―― 
２．授業の目的と概要： 

この講義では、現代日本のメディアやサブカルチャーの事例を通して日本社会を考えます。戦後日本の社会史的変遷を学び、
前半では、「主婦論争」というメディア・イベントを取り上げます。後半では、観光に関する事例（コンテンツ・ツーリズム、
温泉観光地の発達、私設博物館、秘宝館、医学博物館など）を取り上げます。講義を受ける中で、受講者の関心にそって自ら
問いを立て、解く訓練をおこないます。 

３．学習の到達目標： 
・メディアやサブカルチャーの事例を通して日本社会を多角的に理解する。 
・メディア・リテラシーを身につける。 
・自分の問題関心にそって問いを立て、解くことができる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 下記の第 1回から第 15 回を参照してください。 
1. オリエンテーション 
2. リサーチとは何か？リサーチ・プロポーザルの書き方、情報収集の方法 
3. 戦後日本の社会史的変遷と家族の変化 
4. 主婦論争を読む①（第 1次から第 3次） 
5. 主婦論争を読む②（第 4次から第 6次） 
6. 主婦論争の通時的分析 
7. 男女共同参画統計データから見る日本社会 
8. コンテンツ・ツーリズムと日本社会 
9. 温泉観光地の発達と団体旅行の盛衰 
10. 昭和の大衆文化を残す私設博物館 
11. 性の展示①秘宝館 
12. 性の展示②秘宝館（続き）、春画 
13. 医学の展示と観光 
14. プレゼンテーション 
15. まとめ 
試験 実施しない 

５．成績評価方法： 
授業への参加度（20％）、課題提出（20％）、プレゼンテーション（20％）、レポート（40％） 

６．教科書および参考書： 
講義中に適宜紹介する。 

７．授業時間外学習： 
各授業の復習、宿題、リサーチ・プロポーザルの作成、執筆準備、レポート作成、個別指導 

８．その他： 
教員の連絡先とオフィスアワーは講義中に伝える。 

 



 

 国際文化研究科 

 

比較社会文化論Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 佐野 正人 

科目ナンバリング：KIC-CLC623J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

現代を扱った映画――東アジア映画を中心に 
２．授業の目的と概要： 

映画は様々なテーマを取り扱っているが、今回はその中でも「現代」を扱った映画を取り上げる。特に日本・韓国・中国・台
湾などで「現代」の青春を扱った映画が最近大きな人気を集めているが、相互に公開がされていないため相互理解が進んでい
ない状況がある。特に中国大陸での「80後」「90 後」などの青春を扱った映画や、台湾での青春映画などを重点的に取り上げ
て、互いの共通性や相違点などを考えていってみたい。また、参加者によっては東アジアに範囲を限らず、広く「現代」をど
のように世界の映画が描いているか、を考察していきたい。後半は学生の担当とする。 

３．学習の到達目標： 
・東アジアの現代を扱った映画の概要（中国・台湾・韓国・日本） 
・中国・台湾の現代の青春を扱った代表的映画作品を学ぶ 
・韓国・日本の現代を扱った代表的映画作品を学ぶ 
・東アジアの「現代」について、それぞれの立場から再考する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. オリエンテーション（1）「現代」を扱った東アジアの映画 
2. オリエンテーション（2）「80 後」「90 後」の青春を扱った中国映画 
3. オリエンテーション（3）台湾の青春映画 
4. オリエンテーション（4）韓国の青春映画 
5. オリエンテーション（5）日本の青春映画 
6. 学生発表（1) 
7. 学生発表（2) 
8. 学生発表（3) 
9. 学生発表（4) 
10. 学生発表（5) 
11. 学生発表（6) 
12. 学生発表（7) 
13. 学生発表（8) 
14. 学生発表（9) 
15. まとめ・総括 
試験 - 

５．成績評価方法： 
平常点、発表、期末レポートを総合的に判断して評価する。授業への積極的な参加（討論）などを重視する。 

６．教科書および参考書： 
授業内で指示する 

７．授業時間外学習： 
見るべき映画や学生の担当する映画のリストを提示するので、各自授業の時間外に見ておくようにする。また、各国での「現
代」を扱った映画についての情報なども調べておくこと。 

８．その他： 
一応東アジアの映画を主な対象とするが、それ以外の地域出身の者でも（あるいはそれ以外の地域に関心を
持つ学生でも）参加してもらってかまわない。 

 



 

 国際文化研究科 

 

比較社会動態論Ⅰ 

曜日・講時：後期 火曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 クラウタウ オリオン 

科目ナンバリング：KIC-HIS624J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

近代日本における宗教言説の形成 
２．授業の目的と概要： 

日本列島の人々は「無宗教」であるという語り方は、誰しも耳にしたことがあるだろう。ただし、いわゆる「日本人」は「無
宗教」であると公言する一方、「あの世」や霊的な存在を信じ、正月には初詣に行き、「スピリチュアル」なものにはまるなど、
ある意味で「宗教」と言えるものへの関心が高いのもまた事実である。そのような「矛盾」はなぜ生じるのか？これに答える
には、日本を越える言葉としての「宗教 religion」の歴史を考える必要がある。本科目では「宗教」というひとつの言葉に着
目して、近代日本における言説空間の形成を検討していく。 

３．学習の到達目標： 
近代日本宗教史にまつわる具体的な事例を踏まえながら言説論の方法を身に付ける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 1868 年の明治維新から数年後、ヨーロッパの多くの言語にみられる religion という言葉の翻訳には「宗教」という造
語が当てられ、紆余曲折の末に定着する。近年、盛んとなった近代日本における宗教言説の形成にまつわる研究を読みつつ、
「宗教」の日本での受容プロセスについて詳しく検討していく。 
1. ガイダンス 
2. 言説としての「宗教」 
3. 「宗教」の歴史 
4. 日本の「宗教」――前近代から近代へ① 
5. 日本の「宗教」――前近代から近代へ② 
6. 日本の「宗教」――前近代から近代へ③ 
7. 日本における「宗教」の形成① 
8. 日本における「宗教」の形成② 
9. 日本における「宗教」の形成③ 
10. 宗教言説の日本的展開① 
11. 宗教言説の日本的展開② 
12. 宗教言説の日本的展開③ 
13. グローバルな言説と日本の「宗教」① 
14. グローバルな言説と日本の「宗教」② 
15. まとめ 
試験 本科目では、試験を行わない。 

５．成績評価方法： 
平常点 50 点、発表 50 点。平常点は出席および討論への参加などに基づいて算出する。 

６．教科書および参考書： 
使用テクストおよび参考文献は授業にて指示する。 

７．授業時間外学習： 
本授業で、受講者は自らが行う報告の準備に加え、毎回、他の受講者に割り当てられたテキスト（日本語での学術論文一本程
度）を事前に読んでくることも求められる。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

日本文芸展開論Ⅰ 

曜日・講時：前期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 高山 大毅 

科目ナンバリング：KIC-LIT625J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

儒者の文学論―近世日本の『詩経』論を中心に― 
２．授業の目的と概要： 

この授業では、江戸期の漢文学・思想史を研究する上で基礎となる知識・技術の習得を目的とする。分析対象として主に取り
上げるのは、『論語』の『詩経』に関連する章の諸注釈である。それぞれの学者の『詩経』論を理解するためには、彼らの思
想全体の知識が必要となるため、朱子学・仁齋学・徂徠学の特徴についても取り上げる。 

３．学習の到達目標： 
授業は、講義と会読を組み合わせた形式で進める予定である（事前に配布した資料を読んだ上で受講する）。①漢文で書かれ
た文献を、辞書を調べながら正確に読解すること。②経書注釈を思想史的に扱う方法に習得すること。③江戸期の儒学・漢文
学について通史的な理解を得ることを目標とする。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 導入と儒学史概説 
2. 朱熹『論語集注』の「詩三百」章を読む。 
3. 『論語大全』の「詩三百章」の注を読む。 
4. 朱子学の「心性」論 
5. 伊藤仁齋『論語古義』の「詩三百」章・「小子何莫学夫詩」章を読む。 
6. 伊藤東涯『読詩要領』を読む 
7. 仁齋学における「恕」と「人情」理解 
8. 仁齋学と通俗文学の関係 
9. 荻生徂徠『論語徴』の「詩三百」章を読む。 
10. 荻生徂徠『論語徴』の「小子何莫学夫詩」章を読む。 
11. 徂徠学における「人情」理解と「断章取義」 
12. 徂徠の『詩経』論と古文辞派の文学 
13. 儒教の行方―近世から近代へ―① 
14. 儒教の行方―近世から近代へ―② 
15. 儒教の行方―近世から近代へ―③ 
試験 なし 

５．成績評価方法： 
課題レポートと授業での発言、授業全体に関するレポートで成績を評価する。 

６．教科書および参考書： 
参考書（授業と並行して読むと理解を助ける文献） 
渡辺浩『日本政治思想史―十七～十九世紀』（東京大学出版会、二〇一〇年） 
日野龍夫『江戸人とユートピア』（岩波書店、二〇〇四年） 
高山大毅『近世日本の「礼楽」と「修辞」―荻生徂徠以後の「接人」の制度構想』（東京大学出版会、二〇一六年） 

７．授業時間外学習： 
- 

８．その他： 
漢文については短い文章を丁寧に読むので、専門的な知識がなくても受講には問題ない。初学者の参加を歓
迎する。 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際日本研究総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS626J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際日本研究の実践 
２．授業の目的と概要： 

受講者が各自の研究テーマで研究発表を行い、それについて参加者全員で討議する。国際日本研究に関わる研究を行う上で必
要とされる方法論と研究発表の仕方を、各人の研究テーマに即して検討する。 

３．学習の到達目標： 
国際日本研究に関わる研究テーマの設定の仕方、資料の扱い方、発表の仕方、発表レジュメ/ハンドアウトの書き方について
学ぶ。また、他の受講者の発表について討議することで、他者の論の論点を把握し、批評する能力を高める。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 発表者はあらかじめ演習参加者に配布した発表レジュメ/ハンドアウトにもとづき各自の研究テーマで発表を行なう。
その後、全員で発表内容や発表の仕方について質疑応答、意見交換を行なう。 
1. 第１回  ガイダンス 
2. 第２回  発表および討議 
3. 第 3 回  発表および討議 
4. 第 4 回  発表および討議 
5. 第 5 回  発表および討議 
6. 第 6 回  発表および討議 
7. 第 7 回  発表および討議 
8. 第 8 回  発表および討議 
9. 第 9 回  発表および討議 
10. 第 10 回  発表および討議 
11. 第 11 回  発表および討議 
12. 第 1２回  発表および討議 
13. 第 13 回  発表および討議 
14. 第 14 回  発表および討議 
15. 第 15 回  発表および討議 
試験 試験は行なわないが、発表レジュメ/ハンドアウトをもとに、討議の内容にもとづく検討結果やその後の研究成果を反
映させた期末レポートの提出を課す。 

５．成績評価方法： 
受講者の発表内容、討議への参加、期末レポートによる。 

６．教科書および参考書： 
必要に応じて、教室で指示する。 

７．授業時間外学習： 
発表の準備を行なうこと、毎回の授業の前に発表レジュメ/ハンドアウトを読んで要点を把握し、質問やコメントを考えてお
くこと、期末レポートをまとめること 

８．その他： 
レジュメ/ハンドアウトは、発表する週の月曜日までに提出のこと。 
本授業においては、受講者の積極的な発言が求められる。 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際日本研究総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際日本研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-ARS626J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際日本研究の実践 
２．授業の目的と概要： 

受講者が各自の研究テーマで研究発表を行い、それについて参加者全員で討議する。国際日本研究に関わる研究を行う上で必
要とされる方法論と研究発表の仕方を、各人の研究テーマに即して検討する。 

３．学習の到達目標： 
国際日本研究に関わる研究テーマの設定の仕方、資料の扱い方、発表の仕方、発表レジュメ/ハンドアウトの書き方について
学ぶ。また、他の受講者の発表について討議することで、他者の論の論点を把握し、批評する能力を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 発表者はあらかじめ演習参加者に配布した発表レジュメ/ハンドアウトにもとづき各自の研究テーマで発表を行なう。
その後、全員で発表内容や発表の仕方に ついて質疑応答、意見交換を行なう。 
1. ガイダンス 
2. 発表および討議 
3. 発表および討議 
4. 発表および討議 
5. 発表および討議 
6. 発表および討議 
7. 発表および討議 
8. 発表および討議 
9. 発表および討議 
10. 発表および討議 
11. 発表および討議 
12. 発表および討議 
13. 発表および討議 
14. 発表および討議 
15. 発表および討議 
試験 試験は行なわないが、発表レジュメ/ハンドアウトをもとに、討議の内容にもとづく検討結果やその後の研究成果を反
映させた期末レポートの提出を課す。 

５．成績評価方法： 
受講者の発表内容、討議への参加、期末レポートによる。 

６．教科書および参考書： 
必要に応じて、教室で指示する。 

７．授業時間外学習： 
発表の準備を行なうこと、毎回の授業の前に発表レジュメ/ハンドアウトを読んで要点を把握し、質問やコメントを考えてお
くこと、期末レポートをまとめること。 

８．その他： 
レジュメ/ハンドアウトは、発表する週の月曜日までに提出のこと。 
本授業においては、受講者の積極的な発言が求められる。 

 



 

 国際文化研究科 

 

日米関係論Ⅰ 

曜日・講時：後期 火曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 池田 亮 

科目ナンバリング：KIC-POL601E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Japan-US Relations I 
２．授業の目的と概要： 

This class is aimed at analyzing Japan-US relations in connection with broader international contexts. The two 
nations have had strong ties with each other, and it is essential to place their relationship in a long period 
from the 19th Century, when the United States began to find new markets in Asia, to the present day. Therefore 
the issues will include the imperialism, the two world wars, the cold war and post-cold war international 
relations. Through this class, students are required to consider the role that Japan and America can and should 
play in current world affairs. 

３．学習の到達目標： 
The student are required to understand Japan-US relatioins in connection with broader IR contexts, i.e., how 
events such as the so-called imperialism, the WWI, the Sino-Japanese War, the WWII and the cold war affected the 
two nations relationship. The students are also required to express their views in an organised manner and to 
participate in dicussions. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The students are required to read parts of the textbook assigned each week. Then one of them present a 
summary of the part assigned. 
1. Introduction 
2. The Americans and the making of Mordern Japan 
3. The Meiji Japan and the Sino-Japanse War 
4. The Boxers and the Russo-Japanese War 
5. WWI and the Great Powers 
6. The Manchurian Crisis 
7. The Second Sino-Japanese War and the Origins of WWII 
8. WWII and International Relations 
9. The Occupation and the Japan-US Security Treaty 
10. The Economic Miracle and the Revision of the Japan-US Security Treaty 
11. The Reversion of Okinawa and International Relations 
12. The US-Sino Rapprochement 
13. The End of the Cold War and Japanese-US Relations 
14. Japan's Changing Role in the Post-Cold War Era?: Act concerning Cooperation for United Nations Peace-Keeping 
Operations and Human Security 
15. Summing up/Students' Presentations 
試験 No examination will be set. 

５．成績評価方法： 
Participation (50%) and a term paper (50%) 

６．教科書および参考書： 
Books and Articles for Reference will be notified at the first session of the course. Other materials will be 
distributed as necessary. 

７．授業時間外学習： 
All the students are strongly requested to read the assignments before each session. They are also expected to 
read English newspapers such as The New York Times and The Economist in order to catch up the development of 
contemporary international affairs. 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

東アジア国際関係論Ⅰ 

曜日・講時：後期 水曜日 １講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 勝間田 弘 

科目ナンバリング：KIC-POL602J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

東アジア地域の国際関係 
２．授業の目的と概要： 

 この講座の目的は、東アジアの国際関係を総合的に理解することにある。この講座で追究する具体的な論点は、東アジアの
国際関係には如何なる特徴があり、その特徴を決めている要因は何かである。ここでいう「東アジア」とは、日中韓の三国が
共存する北東アジアと、東南アジア諸国連合(ASEAN)が統括する東南アジアをまたぐ地域をさす。この地域は、多様性に富ん
だ領域だといえよう。文化や宗教が多彩なのに加えて、各国の政治体制や経済発展のレベルにも大きな違いがある。このよう
な地域における国際関係の特徴と、その特徴を決めている要因な何なのか。これらの論点を探るにあたっては、多角的な視点
が不可欠であろう。この講座では、社会科学のさまざまな分析視点を駆使して、東アジアへの理解を深めていく。 
 なお、この講座（東アジア国際関係論 I）は、来年度に開講される「東アジア国際関係論 II」と対になっている。ただし、
両者の間に内容の継続性はない。したがって、片方のみの受講も問題ないといえる。 

３．学習の到達目標： 
- 東アジア国際関係の特徴を明らかにすること 
- その特徴を決めている要因を特定すること 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  全体としては、東アジアの国際関係を総合的に理解するために、多様なトピックをカバーする。毎回の授業で重点的
にカバーする具体的なトピックについては、事前には定めず、受講生の関心を考慮しながら柔軟に設定していく。トピックの
具体例は以下である。 
1. 国際関係論の理論 
2. 地域の安全保障 
3. 経済協力と地域統合 
4. 貿易と金融の展開 
5. 日本の東アジア外交 
6. 中国の東アジア外交 
7. 韓国の東アジア外交 
8. 日中関係 
9. 東南アジア諸国連合(ASEAN) 
10. ASEAN+3 と東アジア首脳会議 
11. 東アジア共同体の展望 
12. ヨーロッパと東アジアの比較 
13. 米国とアジア太平洋 
14. 民主化と人権問題 
15. グローバル規範と世界政治 
試験  受講生の学習状況を考慮しながら、試験を実施するか、あるいは課題論文の提出を義務化するかを決めていく。 

５．成績評価方法： 
- 出席 20% 
- 報告 40% 
- 試験または課題論文 40% 

６．教科書および参考書： 
Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations 
of Asia (Oxford: Oxford University Press, 2014). 

７．授業時間外学習： 
- 毎週、出された課題に取り組むこと 

８．その他： 
- 質問がある場合は事前に予約を取り、研究室を訪問すること 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際経済関係論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 横川 和男 

科目ナンバリング：KIC-ECO603J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

マクロ経済の国際的相互波及 
２．授業の目的と概要： 

国際マクロ経済モデルを理解、習得し、それを構築、分析、応用する力を養う。 
３．学習の到達目標： 

国際マクロ経済モデルを理解、習得し、それを構築、分析、応用する力を養う。 
４．授業の内容・目的・方法： 

概要 講義と文献講読、実習、実習結果の発表、討論を組み合わせる。 
1. 国際経済関係の諸側面 
2. 国際経済関係のミクロ経済的側面 
3. 国際経済関係のマクロ経済的側面 
4. 国際経済関係の制度的側面 
5. 開放マクロ経済モデル１ 
6. 開放マクロ経済モデル２ 
7. 開放マクロ経済モデル３ 
8. 開放マクロ経済モデル４ 
9. 開放マクロ経済モデルの構築と運用１ 
10. 開放マクロ経済モデルの構築と運用２ 
11. 開放マクロ経済モデルの構築と運用３ 
12. 開放マクロ経済モデルの構築と運用４ 
13. 開放マクロ経済モデルの応用１ 
14. 開放マクロ経済モデルの応用２ 
15. プロジェクトの報告 
試験 なし。 

５．成績評価方法： 
課題に対するレポートによる。 

６．教科書および参考書： 
文献は、受講者の研究テーマとの関連も考慮しながら、講義中に指定する。 

７．授業時間外学習： 
講義で学んだ分析手法の練習。 

８．その他： 
根気よく取り組めば分析は実行できるようになるので、１歩づつ根気よく取り組むことが必要。 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際産業の実証研究Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 ２講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 葉 剛 

科目ナンバリング：KIC-ECO604J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際産業社会の進歩 
２．授業の目的と概要： 

「人間生活の向上に物的な資源を使用できる点で、現在ほど大きな機会を持ちえた時代は、過去の如何なる時にもなかった。
自然の与える諸力が、産業のあらゆる部門においてますます豊かな報酬を人間の努力に対して、与える…」。特に第 2 次世界
大戦の終戦以来、産業社会はかつてない高成長を見せてくれた。こうした産業社会の高成長に当たって、先進的な資本主義諸
国においては経済活動の担い手としての企業が市場メカニズムの有効な調整機能によって希少な経済資源を手に入れ、経済
活動を行っている。一方、後進的な地域においては希少な経済資源の配分をめぐって、企業の経済活動だけでなく、政府の経
済活動への介入が盛んに行われるようになった。とくに 1980 年代以降、経済のグローバル化が急速に進んでおり、経済資源
の配分がボーダーレスで展開されている。このような複雑で、交差している各経済主体の動きについて経済学が如何に見てい
るかを、この授業を通して理解する。 

３．学習の到達目標： 
1.現代産業社会に関する経済学の分析視角、分析方法への理解を深める。 
2 社会科学研究の基本を固める。 
3.現在産業社会への問題関心を共有し、これらの問題点をめぐる議論を通じてそれぞれの研究につなげていく。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業の形式は講読にする。 
 講読では主に、社会科学としての経済学の視角、分析方法論について説明を行う。 
 授業中、取り上げる内容が国際競争の中の貿易と産業活動・経済活動、法整備・政府機能との関係等からなる。 
1. 社会科学の方法論（１） 
2. 社会科学の方法論（２） 
3. 国際競争をめぐる主要国の産業活動（１） 
4. 国際競争をめぐる主要国の産業活動（２） 
5. 国際競争をめぐる主要国の産業活動（３） 
6. 国際競争をめぐる主要国の産業活動（４） 
7. 国際競争をめぐる主要国の産業活動（５） 
8. 国際貿易から見た主要国の競争優位の変化（１） 
9. 国際貿易から見た主要国の競争優位の変化（２） 
10. 国際貿易から見た主要国の競争優位の変化（３） 
11. 国際貿易から見た主要国の競争優位の変化（４） 
12. 国際貿易から見た主要国の競争優位の変化（５） 
13. 地域経済統合（FTA）の意味（１） 
14. 地域経済統合(FTA）の意味（２） 
15. 地域経済統合(FTA）の意味（３） 
試験 共通課題を与え、レポートの作成を求める。但し、受講生の状況によって考査の方法を調整しうる。 

５．成績評価方法： 
出席、ノート、最終レポートによって、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
教科書の指定は特になし。 
適宜に単行論文や学術書籍等を紹介し、またはプリントを配布する。 

７．授業時間外学習： 
紹介した単行論文や学術書籍をよく読むこと。 

８．その他： 
オフィスアワーを設けないが、 
当該授業に関する相談や議論等は常に受け付ける。 
メールアドレス：gn.ie.a3@tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際政治経済論総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-IPE605J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際政治経済研究の課題と方法 A 
２．授業の目的と概要： 

受講生各自がそれぞれの研究テーマに即して、報告・発表を行い、それをめぐって参加者全員で分析・討論を行う。受講生が
国際政治経済の特質、研究対象、研究方法の基礎を学び、それぞれの問題意識をもとに教員による研究・論文作成の指導を受
ける。 

３．学習の到達目標： 
受講生が自らの研究を日本国内外の類の研究状況と比較検討し、その研究テーマの斬新性（創新性）、意義、その分析手法の
特徴などを発表する。特に、この総合演習において研究課題の設定、研究資料の収集と扱いかた、分析の手法、論理的な展開
の手法、論文作成に必要な知識と研究成果のプレゼンテーション能力を習得する。また、他の学生は発表について的確に理解
し、他者に対する討議の仕方、批判的検討の方法を学び、批評する能力を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 一人か、数人の受講生の研究報告とそれに関する検討（質疑、応答）を中心に行う。 
1. 修士 1年次受講生は研究計画の報告と研究の方向付け。 
修士 2年次受講生は研究の進捗状況の報告と次段階の研究の方向付け。 
2. 修士 1年次受講生は研究計画の報告と研究の方向付け。 
修士 2年次受講生は研究の進捗状況の報告と次段階の研究の方向付け。 
3. 修士 1年次受講生は研究計画の報告と研究の方向付け。 
修士 2年次受講生は研究の進捗状況の報告と次段階の研究の方向付け。 
4. 修士 1年次受講生は研究計画の報告と研究の方向付け。 
修士 2年次受講生は研究の進捗状況の報告と次段階の研究の方向付け。 
5. 修士１、2 年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
6. 修士１、2 年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
7. 修士１、2 年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
8. 修士１、2 年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
9. 修士１、2 年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
10. 修士１、2年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
11. 修士１、2年次受講生とも先行研究論文の報告、内容の吟味、自分の研究への生かしかたの明確化。研究が 1 段階進むご
とにそのとりまとめの報告と討論、および研究指導。 
12. 研究のとりまとめと発表会に向けての準備。 
13. 研究のとりまとめと発表会に向けての準備。 
14. 研究のとりまとめと発表会に向けての準備。 
15. 研究のとりまとめと発表会に向けての準備。 
試験 演習でのパフォーマンス（下記のような諸事項） 
1.研究資料の収集と扱いかた、分析手法、レジュメの作成、発表の方法 
2.他者に対する討議の仕方、批判的検討の方法 
3.論文の書き方 
を考査する。 

５．成績評価方法： 
出席、演習での発表・報告と検討の内容に基づき、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
教科書は特に指定しない。発表者が資料を作成し、参加者全員に配布する。 
参考書は演習の中で随時指示する。 

７．授業時間外学習： 
レジュメと PPT の作成、討論内容の整理が必須である。 

８．その他： 
特になし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際政治経済論総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際政治経済論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-IPE605J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際政治経済研究の課題と方法 B 
２．授業の目的と概要： 

受講生各自がそれぞれの研究テーマに即して、報告・発表を行い、それをめぐって参加者全員で分析・討論を行う。受講生が
国際政治経済の特質、研究対象、研究方法の基礎を学び、それぞれの問題意識をもとに教員による研究・論文作成の指導を受
ける。 

３．学習の到達目標： 
受講生が自らの研究を日本国内外の類の研究状況と比較検討し、その研究テーマの斬新性（創新性）、意義、その分析手法の
特徴などを発表する。特に、この総合演習において研究課題の設定、研究資料の収集と扱いかた、分析の手法、論理的な展開
の手法、論文作成に必要な知識と研究成果のプレゼンテーション能力を習得する。また、他の学生は発表について的確に理解
し、他者に対する討議の仕方、批判的検討の方法を学び、批評する能力を身につける。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 一人か、数人の受講生の研究報告とそれに関する検討（質疑、応答）を中心に行う。 
1. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
2. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
3. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
4. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
5. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
6. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
7. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
8. 受講生各自の研究報告とそれに関する研究指導。 
9. 修士 2年次受講生による修士論文の報告とそれに関するコメントと討論。 
10. 修士 2 年次受講生による修士論文の報告とそれに関するコメントと討論。 
11. 修士 2 年次受講生による修士論文の報告とそれに関するコメントと討論。 
12. 修士 2 年次受講生による修士論文の報告とそれに関するコメントと討論。 
13. 修士 1 年次受講生による 1年間の研究報告とそれに関するディスカッション。 
14. 修士 1 年次受講生による 1年間の研究報告とそれに関するディスカッション。 
15. 修士 1 年次受講生による 1年間の研究報告とそれに関するディスカッション。 
試験 演習でのパフォーマンス（下記のような諸事項） 
1.研究資料の収集と扱いかた、分析手法、レジュメの作成、発表の方法 
2.他者に対する討議の仕方、批判的検討の方法 
3.論文の書き方 
を考査する。 

５．成績評価方法： 
出席、演習での発表・報告と検討の内容に基づき、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
教科書は特に指定しない。発表者が資料を作成し、参加者全員に配布する。 
参考書は演習の中で随時指示する。 

７．授業時間外学習： 
レジュメと PPT の作成、討論内容の整理が必須である。 

８．その他： 
特になし。 

 



 

 国際文化研究科 

 

資源循環型環境システム論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ２講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 劉 庭秀 

科目ナンバリング：KIC-SUD606J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

資源循環型社会・経済・環境システム 
Resources Recycling-Oriented Society, Economic and Environmental System 

２．授業の目的と概要： 
本講義では、主に資源循環政策の変遷、リサイクル問題の特質、環境政策学の基礎理論について講義する。さらに、アジア各
国における廃棄物管理の特徴、再生資源の有効利用方法とマテリアルフローについて紹介する。また、具体的な事例（例えば、
自動車・小型家電・容器包装・リサイクル、廃棄物焼却とエネルギー回収など）を用いて、総合的な廃棄物管理とリサイクル
システムを理解することに重点を置いている。 
 
This course introduces the history of resources recycling policy, the characteristic of waste recycling issues 
and basic theories on environmental policy. In addition, this lecture deals with the feature of Waste Management 
in Asian countries, the effective utilization method of recycled material, and material flow. It also enhances 
to understand Integrated Waste Management and Recycling System through detailed case study, for example, ELV(End-
of Life Vehicle), small home appliance, containers and packaging, waste incineration and energy recovery and so 
on. 

３．学習の到達目標： 
本講義の到達目標は、 
(1) 環境政策の運用実態と問題点を理解すること、 
(2) 廃棄物管理とリサイクル政策の仕組み、政策評価理論の基礎的な知識を得ること、    
(3) 先進国と開発途上国における廃棄物問題と政策の違いを認識すること、 
である。 
 
The aims of this course are to 
(1) Understand the operation status of environment policy and its issues. 
(2) Obtain basic knowledge about the mechanism of waste management and recycling policy and the theory of 
policy evaluation 
(3) Realize differences of waste issues and policy between advanced and developing countries. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 廃棄物の適正処理と再資源化の具体的な事例を通して、環境政策の基本的な理論と実証分析方法を理解することを目
的とする。 
 
At the end of the course, participants are expected to understand basic theories on environmental policy and 
case study methods through the detailed case examples on proper waste disposal and re 
1. 授業の概要と実施計画の説明    
Introduction 
2. 廃棄物問題と環境政策との関係 
Correlation between Waste Problems and Environmental Policy 
3. 廃棄物の組成分析   
Waste Composition Analysis 
4. 廃棄物管理、潜在エネルギー、二酸化炭素排出の基礎的な計算方法   
Basic Calculation Method on Waste Management, Potential Energy and CO2 Emission 
5. 廃棄物焼却とエネルギー回収 
Waste Incineration and Energy Recovery 
6. マテリアルフローの考え方   
Concept of Material Flow 
7. 総合的な廃棄物管理 
Integrated Waste Management 
8. 自動車リサイクルの仕組みと課題 Ⅰ    
ELV Recycling Issues and Mechanism Ⅰ 
9. 自動車リサイクルの仕組みと課題 Ⅱ    
ELV Recycling Issues and Mechanism Ⅱ 
10. 都市鉱山事業の妥当性検討 Ⅰ    
Revalidation of Urban Mining Project Ⅰ 
11. 都市鉱山事業の妥当性検討 Ⅱ  
Revalidation of Urban Mining Project Ⅱ 
12. 廃棄物の収集・運搬・選別・破砕・再資源化技術について   
Waste Collecting, Transportation, Sorting, Shredding and Recycling Technology 
13. 環境影響評価手法の紹介（ライフサイクルアセスメント）Ⅰ 
Introduction of Environmental Impact Assessment Method (Life Cycle Assessment) 
14. 環境影響評価手法の紹介（ライフサイクルアセスメント）Ⅱ 
Introduction of Environmental Impact Assessment Method (Life Cycle Assessment) 
15. 最終レポート発表 
Presentation of Final Report 



 

試験 最終レポートと発表 
Final report and Presentation 

５．成績評価方法： 
成績評価は以下の方法で行う。 
(1) 講義への出席状況と受講態度 30% 
(2) 小レポート 20%    
(3) 最終レポート 30％ 
(4) 最終レポートの発表 20％ 
 
Your overall grade in the class will be decided based on the following: 
(1) Class attendance and attitude in class:30% 
(2) Short reports: 20% 
(3) Final report: 

６．教科書および参考書： 
特になし。必要に応じて授業資料、参考文献のリストを配布    
Will provide the list of references implement a timely. 

７．授業時間外学習： 
- 

８．その他： 
オフィスアワー 木曜日 13:30-14:20 
Office Hours are from p.m. 1:30 to p.m. 2:20 on every Thursday. 

 



 

 国際文化研究科 

 

地域環境共生システム論Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 青木 俊明 

科目ナンバリング：KIC-SUD607J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

環境配慮行動のメカニズムと促進策 
２．授業の目的と概要： 

本講義では，環境配慮行動のメカニズムや促進要因、阻害要因について、心理学的側面を中心に解説する。特に、社会的ジレ
ンマと市民参加については詳細に講義する。これらを通じて、公共問題に対する人間の一般的な行動傾向を理解し、公共政策
の立案能力を涵養することを目指す。 

３．学習の到達目標： 
1) 環境配慮行動に関わる基本用語を理解すること 
2) 環境配慮行動のメカニズムを理解すること 
3) 環境問題の改善策について、独自の提案ができるようになること 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 本講義では，環境配慮行動のメカニズムや促進要因、阻害要因について、心理学的側面を中心に解説する。特に、社会
的ジレンマと市民参加については詳細に講義する。これらを通じて、公共問題に対する人間の一般的な行動傾向を理解し、公
共政策の立案能力を涵養することを目指す。 
1. リスク認知 
2. 社会的ジレンマ 1 
3. 社会的ジレンマ 2 
4. 援助行動としての環境配慮行動 
5. 態度と行動の不一致 
6. コミュニケーションによる環境行動の促進 
7. 交渉技術を用いた環境行動の促進 
8. エンパワーメントの効果 
9. 公正と環境行動（相対的剥奪） 
10. 公正と環境行動（分配的公正） 
11. 公正と環境行動（手続き的公正） 
12. 公正-協力の統合モデル 
13. 協力行動における遺伝要因と環境要因の影響 
14. 無意識下の協力行動 
15. 協力行動の感染 
試験 有り 

５．成績評価方法： 
試験とプレゼンテーションの合計が 60 点以上となる場合に合格とする。 

６．教科書および参考書： 
環境行動の社会心理学、広瀬幸雄、北大路書房 

７．授業時間外学習： 
レポート有り 

８．その他： 
環境問題は、現在進行形の問題であるため、常に環境関連のニュースや雑誌の記事などに関心を持って参加
することが望ましい。また，社会心理学の基礎用語および基本的理論については、予め理解しておくことが
望ましい。 

 



 

 国際文化研究科 

 

持続可能型資源政策論Ⅰ 

曜日・講時：前期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 荻原 朗 

科目ナンバリング：KIC-SUD608E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

資源制約を乗り越えて、豊かさ、ならびに、持続可能な発展を実現するための方策を多様なレベルから考察する。 
Discuss strategies to overcome resource constraints and achieve richness or sustainable development from various 
perspectives 

２．授業の目的と概要： 
豊かで、持続可能な社会を実現するためには、環境分野における技術革新を進めるだけでなく、環境と経済の好循環を生み出
す新たな経済社会システムの実現を図ることが大切である。環境分野での優れた技術やシステムを発展させ、世界に展開して
いくことで、持続可能性の向上及び豊かさの実現に貢献することが可能となる。 
持続可能な社会の実現に関する国際的な潮流を概観した上で、技術革新を通じた成長に向けた取組について、基盤となる資
金・金融や教育の側面を含めて見ていく。また、持続可能な社会を実現する上で特に重要な分野である「循環型社会づくり」
及び「低炭素社会づくり」に向けた取組について、技術・システムの革新やその国際的な展開に焦点を当てながら、より具体
的に議論をする。 
In order to realize a prosperous and sustainable society, it is important not only to promote technological 
innovation in the environmental field but also to realize a new economic and social systems that create a virtuous 
circle of the environment and the economy. By developing excellent technologies and systems in the environmental 
fields and developing them to the world, it will be possible to contribute to the improvement of sustainability 
and realization of affluence in the world. 
We will look at international trends on the realization of a sustainable society and look at efforts towards 
growth through technological innovation, including aspects of funds, finance and education as the foundation.  
In addition, we will discuss more concretely focus on innovation of technology and systems and its international 
development concerning the efforts toward "creation of recycle-oriented society" and "creation of a low-carbon 
society" which are particularly important areas for realizing a sustainable society. 

３．学習の到達目標： 
学生は以下を目標とする。 
1) 人間社会が直面するさまざまな環境問題を様々な視点から考える。 
2) 環境問題の解決にむけたさまざま取組とその難しさについて理解する。 
3) 人文社会的側面と資源制約及び環境問題との関わりを理解する。 
4) 自国についての新しい視点、より深い気づきを得る。 
5) 複眼的、相対的思考力を高め、国際社会の中での問題解決能力を高める。 
The students will  
1) consider various environmental issues which human society faces from various viewpoints. 
2) understand various efforts and difficulties to solve the existing environmental issues.  
3) understand relationships between environmental issues and social issues. 
4) obtain deeper understanding of and fresh view of his/her own culture. 
5) learn how to approach tasks from different angles, and will gain the flexibility required to resolve problems 
in the international society of our times. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 オリエンテーション 講義の構成、進め方、課題の提出方法等を説明・協議 
1. 環境問題の基礎 身の回りの環境問題と資源問題について考察する。 
Environmental Problems  Environmental Problems around us 
2. 再生可能資源の利用のあり方 漁業資源などの再生可能資源の利用の現状とあり方について考える。 
renewable resources  Use and management renewable resources such as fishery resources. 
3. 枯渇資源の利用のあり方 石油や石炭などの枯渇性資源の利用の現状とあり方について考える。 
exhausted resources  Use and Management of exhaustible resources such as oil and coal 
4. 資源・エネルギー消費の実態と課題 資源・エネルギー消費に密接に関連する生活を取り巻く社会・経済情勢の変化等を
考察する。 
Actual state and issues of resource and energy consumption  Changes in the social and economic situation 
surrounding the lives closely related to resource and energy consumption. 
5. 省資源・省エネルギー型社会の形成 環境制約、資源・エネルギー供給制約の中で、真に豊かな生活を形成するにはどう
したらよいかを考察する。 
Resource and energy efficiency society  How to form a truly affluent life in environmental constraints, resource 
and energy supply constraints. 
6. 持続可能な開発目標（SDGs） 2015 年以降の持続可能な開発に関する目標設定に関する国際動向を考察する。 
Sustainable Development Goals (SDGs)  International trends on setting targets for sustainable development since 
2015 
7. 持続可能な消費及び生産社会形成に向けた政策：概要 現状と今後の方向性について考察する。 
Sustainable consumption and production (SCP) society: Overview Overview of current situation and future direction 
toward SCP society 
8. ビデオ及び討議 
Video and Discussion 
9. 企業の取り組み 持続可能な生産を推進するための革新的な政策を考える。 
Efforts in industrial sectors  Innovative policies which promote sustainable production 
10. 地域社会の取り組み 地域社会の主導的取り組みを成功に導く要因、地方政府の役割、地域社会の取り組みについて考え



 

る。 
Community Initiatives  Factors that lead success of community initiatives and the role of local governments 
11. 教育面での取り組み 持続可能な消費及び生産に向けた政策を支える教育について考える。 
Educational approach  Diverse educations that support policies for sustainable consumption and production 
12. 再生可能エネルギー分野における取り組み 持続可能な低炭素エネルギーの利用に向けた取り組みについて考える。 
Efforts in renewable energy field  Efforts towards the use and expansion of sustainable low carbon energy 
13. 食の安全保障における取り組み  食の安全と持続可能な消費と生産について、現状と政策の展望を考える。 
Efforts in food security  Current situation and policy prospects on food safety and sustainable consumption 
and production 
14. 低炭素型社会形成に向けた取り組み 行政、企業などさまざまアクターによる取り組みを考察する。 
Efforts towards the formation of a low-carbon society  Efforts by various actors such as government and 
enterprises 
15. 発表及び討議 
Presentation and discussion 
試験 試験/Examination 

５．成績評価方法： 
試験に基づき評価する。なお、本講義では不定期に課題を与えるとともに参加型での授業を行なう予定である。課題や授業へ
の取り組みは試験結果に加点して評価する。 
評価項目は、以下の通りである：出席（40%）、個人発表（20％）レポート（40%） 
Evaluation criteria are as follows: participation (40%), Individual presentation (20%), Report (40%) 

６．教科書および参考書： 
1） 松浦展（2012）第 4の消費 
2） 寄本勝美（1994）ごみとリサイクル 
3） 田中直（2012）適正技術と代替社会 
4） 亀山康子（2012）地球環境政策 (環境と社会を学ぶ) 
5） エルンスト・ウルリッヒ フォン・ワイツゼッカー、L.ハンター ロビンス、エイモリー・B. ロビンス（1998）ファク
ター4―豊かさを 2倍に、資源消費を半分に 
6） 原科幸彦（2011）環境アセスメントとは何か――対応から戦略へ 
7） Timothy O'Riordan（1999）Environmental Science for Environmental Management (2nd Edition), Prentice Hall; 
2nd Edition 
8） IGES (2011) Sustainable Consumption and Production in the Asia-Pacific Region: Effective Responses in a 
Resource Constrained World 
9） IGES (2012) Greening Governance in Asia-Pacific, 

７．授業時間外学習： 
なし N/A 

８．その他： 
なし N/A 

 



 

 国際文化研究科 

 

自然資源論Ⅰ 

曜日・講時：後期 金曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 佐藤 正弘 

科目ナンバリング：KIC-SUD609E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Theories of Nature and Resources I 
２．授業の目的と概要： 

This course offers a general introduction to economic models of natural resources and provides students with 
theoretical tools to explore interactions between ecosystem and economic system. 

３．学習の到達目標： 
Students are expected to understand basic models of abiotic and biotic resources, and apply them to practical 
environmental issues. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The course examines the following questions: i) what are the economic characteristics of natural resources? 
ii) how do these characteristics causes overexploitation or underuse? 3) Can social institutions such as market 
or government attain efficient, sus 
1. Introduction 
2. Market failures and natural resources 
 (Market equilibrium / characteristics of market goods / public goods / externalities / open access) 
3. Market failures and natural resources 
 (Market equilibrium / characteristics of market goods / public goods / externalities / open access) 
4. Market failures and natural resources 
 (Market equilibrium / characteristics of market goods / public goods / externalities / open access) 
5. Theory of abiotic resources 
 (Simple resource depletion model / Hotelling’s rule / scarcity / minerals, fossil fuels, water resources) 
6. Theory of abiotic resources 
 (Simple resource depletion model / Hotelling’s rule / scarcity / minerals, fossil fuels, water resources) 
7. Theory of abiotic resources 
 (Simple resource depletion model / Hotelling’s rule / scarcity / minerals, fossil fuels, water resources) 
8. Theory of abiotic resources 
 (Simple resource depletion model / Hotelling’s rule / scarcity / minerals, fossil fuels, water resources) 
9. Theory of abiotic resources 
 (Simple resource depletion model / Hotelling’s rule / scarcity / minerals, fossil fuels, water resources) 
10. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
11. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
12. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
13. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
14. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
15. Theory of biotic resources 
 (Biological growth model / sustainable yield / fishery, forest / ecosystem services) 
試験 - 

５．成績評価方法： 
Attendance (20%), Assignments (30%), Exam (50%) 

６．教科書および参考書： 
(References) 
Conrad, J.M., (1999), Resource Economics, New York: Cambridge University Press.（J・M・コンラッド著/岡敏弘・中田
実訳（2002）, 『資源経済学』, 岩波書店.） 
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, and J. McGilvaray, (2011), Natural Resource and Environmental Economics: 
Forth Edition, Harlow: Pearson Education Ltd. 
河田幸視(2008), 『生物資源の経済学入門』, 大学教育出版. 
Daly, H.E. and J. Farley, (2011), Ecological Economics: Principles and Applications 2nd ed., Washington DC: 
Island Press.（ハーマン・E・デイリー, ジョシュア・ファーレイ著／佐藤正弘訳（2014）『エコロジー経済学: 原理と応用』, 
NTT 出版.） 

７．授業時間外学習： 
Students are required to complete short assignments roughly every other week. 
The basic math needed to understand the models will be given in class, but the students who are not familiar 
with calculus are encouraged to strengthen preparation and review. 

８．その他： 
The course is taught in English. 

 



 

 国際文化研究科 

 

自然産業調整論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：農学研究科 協・冬木 勝仁 

科目ナンバリング：KIC-ECO610J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

経済のグローバル化と農業・食料 
２．授業の目的と概要： 

農業に代表される自然産業は地域特有の自然条件等を前提として成り立っているため、本来的に多様性を有している。科学技
術の発展はある程度自然条件の制約を緩和し、農業生産力の飛躍的な発展をもたらしたが、そのことが地域的特性を排除し、
多様であるべき自然産業とそれを前提とした生活とを画一化することになった。 
その方向は経済のグローバル化が進展する中でますます強まり、その結果様々な問題が生じている。本講義では、現在の農業・
食料をめぐる諸問題を素材に、自然と人間の関係と人間同士の関係（社会関係）との相互関係を考察する。 

３．学習の到達目標： 
経済のグローバル化についての基礎知識を身につけるとともに、その下での自然産業のあるべき姿について考察する能力を
獲得することを目標とする。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 下記の示したトピックスについて、毎回スライドと配布資料を用いて解説し、授業の終わりに理解度を確認するための
小テストを行う。 
1. 授業の概要と進め方 
2. 世界の「食」と地球環境 
3. 自然産業をめぐる調整の焦点 
4. バイオ・エネルギーとアグリビジネス 
5. バイオ燃料をめぐる企業・農家・政府 
6. マネー市場と穀物産業 
7. 現代世界の食料問題と自然産業 
8. 世界穀物貿易と穀物メジャー 
9. 戦後グローバル・フード・システムとアメリカ 
10. 農業と国際政治経済 
11. バイオ・テクノロジーと自然産業 
12. 環境・食料問題と知的財産 
13. 生物多様性と自然産業 
14. 生物多様性・生態系と国際政治経済 
15. 総括 
試験 毎回の授業の最後に小テストを行う。 

５．成績評価方法： 
講義にあわせて行う小テストとレポートによって評価し、それぞれの評価割合は 60％、40％である。 

６．教科書および参考書： 
教科書は用いない。参考書は講義中に適宜指示するが、受講前に下記の文献を読んでおけば、講義内容を理解する上で役立つ。 
冬木勝仁『グローバリゼーション下のコメ・ビジネス－流通の再編方向を探る－』日本経済評論社（東京）、2003 年 4月、228 
頁 
林希一郎編著『生物多様性・生態系と経済の基礎知識』中央法規（東京）、2010 年 1 月、412 頁 

７．授業時間外学習： 
食料・農業をめぐる最近の動向について、新聞等のメディアで確認しておくこと。 

８．その他： 
担当教員への連絡は e-mail で行うこと。アドレスは下記の通り。 
katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

地域社会政策論Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：農学研究科 協・木谷 忍 

科目ナンバリング：KIC-SUD611J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

地域づくりのための合意形成 
２．授業の目的と概要： 

グローバルな国際社会とは違い、地域社会づくりには地域の市民の参画が欠かせない。地域行政と市民のコラボレーションを
促すためのいくつかの実験的方法に触れることによって、これまでの「公共選択論」の枠組みだけでは捉えきれない新たな視
点を獲得することを目的とする。 

３．学習の到達目標： 
地域づくりの政策においては、地域の意思決定に市民の意見を集計することだけではすまされない。そこでは、市民自身が即
座に気づくことのできない地域の伝統、慣習、文脈などのほかに、子どもたち（次世代）につなぐための教育システムへの配
慮やリスクコミュニケーションにもとづく対話システムの確立が、地域を持続させていくための最重要な課題となる。このよ
うに持続可能な地域づくりのための社会的政策には多様な視点が含まれなければならないことを理解する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 地域づくりの評価手法、ゲーミングによる合意形成、地域環境の保全など 
1. 地域環境評価の手法～ＣＶＭ 
2. 地域環境評価の手法～コンジョイント法 
3. 地域環境評価の手法～事例紹介 
4. 地域計画における合意形成手法～役割演技、役割交換ゲーミング 
5. 地域計画における合意形成手法～役割創造ゲーミング 
6. 子どもの遊びと環境教育について 
7. 文化資本と社会関係資本 
8. 地域の水資源をめぐる諸問題 
9. 魅力的な地方自治体の政策 
10. 環境リスクとリスクコミュニケーション 
11. 地域政策の評価に関わる文献の輪読１ 
12. 地域政策の評価に関わる文献の輪読２ 
13. 地域政策の評価に関わる文献の輪読３ 
14. 地域政策の評価に関わる文献の輪読４ 
15. 地域政策の評価に関わる文献の輪読５ 
試験 試験は実施しない 

５．成績評価方法： 
日頃の授業態度、ミニットペーパー、および輪講での発表内容 

６．教科書および参考書： 
授業中に指示する 

７．授業時間外学習： 
特に必要ない 

８．その他： 
農学研究科（青葉山新キャンパス）で実施することもある 

 



 

 国際文化研究科 

 

ヒューマンセキュリティと社会Ⅰ 

曜日・講時：前期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 ゴメズ・オスカル 

科目ナンバリング：KIC-HUG612E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Human Security and Global Society 
２．授業の目的と概要： 

This class recounts the history of human security propositions since the end of the Cold War. he class will be 
divided in three parts: human security in global governance, critical human security and human security in the 
‘anthropocene’. Each of these parts will introduce students to different ways of framing the study of human 
security, suggesting multiple opportunities to connect research between established academic disciplines and to 
pursue trans-disciplinarity. 

３．学習の到達目標： 
This class aims to provide students with a wide overview of the theory and practice of human security studies 
around the globe. Basic concepts and implementing efforts will be presented in their historical context in order 
to shed light on what kind of deep transformations underlie human security proposition. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. Introduction – Overview 
2. Part one - Human security in global governance: First generation: Foreign policies 
3. Part one - Human security in global governance: First generation: Early UN initiatives 
4. Part one - Human security in global governance: Second generation: EU incursion 
5. Part one - Human security in global governance: Second generation: International agreement 
6. Part one - Human security in global governance: Regional perspectives 
7. Part two - Critical human security: Pro human security 
8. Part two - Critical human security: Against human security 
9. Part two - Critical human security: Armed conflict and personal security 
10. Part three - Human security in the ‘anthropocene’: Global ethics 
11. Part three - Human security in the ‘anthropocene’: Humanitarianism 
12. Part three - Human security in the ‘anthropocene’: Climate change 
13. Part three - Human security in the ‘anthropocene’: Risk society 
14. Final presentations 
15. Whither human security studies? 
試験 - 

５．成績評価方法： 
Grading for the course will be determined as follows: 
1. Attendance and participation   25% 
2. Research presentation  25% 
3. Essay         50% 

６．教科書および参考書： 
Martin, M., & Owen, T. (Eds.). 2014. Routledge handbook of human security. Abingdon: Routledge. 
 
Owen, T. (Ed.). 2013. Human Security Vol.1-4, Sage Library of International Relations. London: Sage. 

７．授業時間外学習： 
This is an intensive class expected to last one week during the summer. Students should be ready to participate 
actively and prepare materials on short notice. 

８．その他： 
There is no single textbook for the class. During the first class specific literature will be 
provided. 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際環境資源政策論総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-OSO613J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際環境資源政策論総合演習 A 
Seminar of International Environmental Resource Policy A 

２．授業の目的と概要： 
国際環境資源政策論分野の研究を行っている大学院生の研究活動に対し、幅広い研究視点にもとづいたアドバイスを与え、研
究方法の確立と研究発表能力向上のための研究指導を行う。また、各自の研究テーマにおける研究背景と問題意識を具体化
し、研究目的を明確にする。 
This course gives useful advices to graduate students for the field of international environmental resource 
policy research based on broad viewpoint. The aims of this course are to confirm research approach and promote 
presentation ability. And participants are expected to embody own research background, issue and goal. 

３．学習の到達目標： 
明確な研究テーマを設定し、研究の背景と問題意識を多角的に検証すること。 
先行研究を比較考察し、研究の目的と独創性、研究意義を明確にすること。 
適切な研究分析手法を身につけること。 
Define each research theme. 
Analyze research background and problem consciousness from diversified standpoints. 
Clarify research goal, originality and significance through weighing previous studies. 
Gain an understanding of applicable research approach. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 授業の概要、実施計画の説明 
Introduction 
2. 研究の背景と必要性の考察 
Consideration of Research Background and Necessity 
3. 先行研究の考察Ⅰ 
Survey of Previous StudiesⅠ 
4. 先行研究の考察Ⅱ 
Survey of Previous Studies Ⅱ 
5. 環境政策学分野の学術論文講読・発表 
Reading and Presentation on Environmental Policy Research 
6. 環境心理学分野の学術論文講読・発表 
Reading and Presentation on Environmental Psychology Research 
7. 環境経済学分野の学術論文講読・発表 
Reading and Presentation on Environmental Economics Research 
8. 国際環境資源政策論の研究手法Ⅰ 
Research Approach on International Environmental Resource PolicyⅠ 
9. 国際環境資源政策論の研究手法Ⅱ 
Research Approach on International Environmental Resource Policy Ⅱ 
10. 国際環境資源政策論の研究手法Ⅲ 
Research Approach on International Environmental Resource Policy Ⅲ 
11. 研究テーマの設定Ⅰ 
Research Theme Setting Ⅰ 
12. 研究テーマの設定Ⅱ 
Research Theme Setting Ⅱ 
13. 事例研究発表Ⅰ 
Presentation for Case Study Ⅰ 
14. 事例研究発表Ⅱ 
Presentation for Case Study Ⅱ 
15. 事例研究発表Ⅲ 
Presentation for Case Study Ⅲ 
試験 - 

５．成績評価方法： 
発表内容（発表資料を含む）50％、出席 20％、授業への参加 30％ 
Presentation, including Presentation Materials:50%, Class Attendance:20%, Attitude in Class:30% 

６．教科書および参考書： 
特になし。適宜参考文献リストを配布する予定 
Will be introduced the list of references implement a timely in the class. 

７．授業時間外学習： 
自主ゼミ、関連研究会などに出席し、研究分析スキルを高めること。 
Attend related research seminars and workshop to improve own research capability. 

８．その他： 
- 



 

 



 

 国際文化研究科 

 

国際環境資源政策論総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：国際環境資源政策論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-OSO613J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

国際環境資源政策論総合演習 B 
Seminar of International Environmental Resource Policy B 

２．授業の目的と概要： 
国際環境資源政策論分野の研究を行っている大学院生の研究活動に対し、幅広い研究視点にもとづいたアドバイスを与え、研
究方法の確立と研究発表能力向上のための研究指導を行う。また、各自の研究テーマにおける研究背景と問題意識を具体化
し、研究目的を明確にする。 
This course gives useful advices to graduate students for the field of international environmental resource 
policy research based on broad viewpoint. The aims of this course are to confirm research approach and promote 
presentation ability. And participants are expected to embody own research background, issue and goal. 

３．学習の到達目標： 
国際環境資源政策論分野の分析ツールを習得し、事例研究分析に応用できること。 
事例研究に必要な調査方法論を理解し、各自の研究分析方法を設定できること。 
全国学会の研究発表ができる論文作成、発表スキルを身につけること。 
Acquire General Research Methods of Analysis on International Environmental Resource Policy.  
Apply These Methods to Theoretic Model and Case Study Analysis  
Clarify Own Research Approach using Social Inquiry, which needs for Case Study and Scenario Analysis.  
Gain Presentation and Writing Skill for the National Academic Conference. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 授業の概要、実施計画の説明 
Introduction 
2. 研究調査方法論の考察Ⅰ 
Consideration of Research Approaches Ⅰ 
3. 研究調査方法論の考察Ⅱ 
Consideration of Research Approaches Ⅱ 
4. 研究調査方法論の考察Ⅲ 
Consideration of Research Approaches Ⅲ 
5. 現地調査とインタビュー調査方法Ⅰ 
Field Study and Interview Research Method Ⅰ 
6. 現地調査とインタビュー調査方法Ⅱ 
Field Study and Interview Research Method  Ⅱ 
7. 国際比較分析方法Ⅰ 
Method of International Comparative Analysis Ⅰ 
8. 国際比較分析方法Ⅱ 
Method of International Comparative Analysis Ⅱ 
9. 国際比較分析方法Ⅲ 
Method of International Comparative Analysis Ⅲ 
10. 事例研究の対象と範囲設定Ⅰ 
Research Hypothesis, Object and Range Setting Ⅰ 
11. 事例研究の対象と範囲設定Ⅱ 
Research Hypothesis, Object and Range Setting Ⅱ 
12. 事例研究の対象と範囲設定Ⅲ 
Research Hypothesis, Object and Range Setting Ⅲ 
13. 事例研究発表Ⅰ 
Presentation for Case Studies Ⅰ 
14. 事例研究発表Ⅱ 
Presentation for Case Studies Ⅱ 
15. 事例研究発表Ⅲ 
Presentation for Case Studies Ⅲ 
試験 - 

５．成績評価方法： 
発表内容（発表資料を含む）50％、出席 20％、授業への参加 30％ 
Presentation, including Presentation Materials:50%, Class Attendance:20%, Attitude in Class:30% 

６．教科書および参考書： 
特になし。適宜参考文献リストを配布する予定 
Will be introduced the list of references implement a timely in the class. 

７．授業時間外学習： 
自主ゼミ、関連研究会などに出席し、研究分析スキルを高めること。 
Attend related research seminars and workshop to improve own research capability. 

８．その他： 
- 



 

 



 

 国際文化研究科 

 

多元文化構造論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 藤田 恭子 

科目ナンバリング：KIC-OHS614J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

多元文化地域ブコヴィナにおけるドイツ語文学 German-Language Literatur in Bukovina, a multicultural Region 
２．授業の目的と概要： 

ブコヴィナは現在のルーマニアとウクライナとの国境にまたがる地域です。この地域にはルーマニア系、ウクライナ系、ドイ
ツ系、ユダヤ系、ハンガリー系等、多くの民族が混住していましたが、ハプスブルク帝国領時代にドイツ語ドイツ文化が根付
き、ルーマニア領となった後もドイツ系および非ドイツ系ドイツ語詩人が輩出します。本講義では、ブコヴィナのドイツ語詩
人たちを事例として取り上げつつ、多元的文化状況を論じる際に目配りをすべき諸問題を解説します。 

３．学習の到達目標： 
・文化の多元性をめぐる諸問題を考察するにあたって必要な諸視点を理解できるようになります。 
・上記の視点に立って自ら問題を「発見」し検証する能力を養います。 
・東ヨーロッパやドイツ語圏の歴史や文化に関する知識を深めます。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 ブコヴィナの社会と文化の状況を論じつつ、資料の分析方法等、研究の方法論とスキルを説明します。受講者は 6月初
旬に、これらの方法論を応用しうるレポートのテーマを自らの関心に従って設定し、発表してください。議論を踏まえ、セメ
スター末に提出するレポート作成につなげます。 
1. 導入 
2. マイノリティ文化研究の方法 
3. ハプスブルク帝国領ブコヴィナの社会と文化 
4. ハプスブルク帝国領ブコヴィナの社会と文化 
5. ハプスブルク帝国領ブコヴィナのドイツ語文化 
6. ルーマニア領ブコヴィナの社会と文化 
7. ルーマニア領ブコヴィナの社会と文化 
8. レポートのテーマの発表と議論 
9. ルーマニア領ブコヴィナのドイツ語文化 
10. ルーマニア領ブコヴィナのユダヤ系ドイツ詩人たち -ホロコーストに抗して― 
11. ルーマニア領ブコヴィナのユダヤ系ドイツ詩人たち -ホロコーストに抗して― 
12. ブコヴィナ分断後のディアスポラとドイツ語詩人たち 
13. ブコヴィナ分断後のディアスポラとドイツ語詩人たち 
14. ヴィナ分断後のディアスポラとドイツ語詩人たち 
15. 総括 
試験 試験は行わず、レポートを課します。 

５．成績評価方法： 
授業中の発表や発言 30％、セメスター末のレポート 70％で評価します。 

６．教科書および参考書： 
プリントを用意します。 
参考書については講義中に示します。 

７．授業時間外学習： 
授業中に指示した資料を読み込み、授業の準備をしてください。また講義で学んだ方法論やスキルを応用し、自らが見出した
テーマでレポートを書いてもらいます。6月初旬に、自分のテーマについて発表してもらいます。 

８．その他： 
オフィスアワーは金曜日 10 時 40 分～11 時 40 分です。Office hour: 10.40-11.40 on Fridays. 

 



 

 国際文化研究科 

 

多元文化動態論Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 長友 雅美 

科目ナンバリング：KIC-OHS615J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

アメリカ合衆国における「ドイツ系移民」の変容 
２．授業の目的と概要： 

1977 年６月初めから約半年、本講義担当者は、カリタス・ジャパンと名古屋司教区の依頼を受け、休学中の多治見修道院内
で、南シナ海航行中のタンカーに救助された「ベトナム漂流難民」の世話役をした体験がある。当時の日本は難民を一時的に
受け入れ保護はするものの、恒久的な在留許可を出すことはなかった。「難民申請」という法制度がなかったのである。18 名
のベトナム人たちは、「どこかの国への受け入れが決まるまで」という条件での「滞在生活者」であった。最終的に彼らはア
メリカ合衆国へ旅立った。この話を序とし、昨今の米国新大統領（トランプ氏）の移民政策、多元多民族社会(移民社会)のア
メリカ合衆国における事例として「ドイツ系(移民)アメリカ人」の歴史的な諸問題を、15 回に渡る講義のなかで考えてみよ
うというのがこの授業の目的である。 

３．学習の到達目標： 
様々な理由で、アメリカ合衆国を移住の地として選択した無数の「ドイツ語母語話者」（これは「ドイツ人」という意味では
なく、ドイツ語を第一言語として幼少時から用いていた（いる）人々を意味する）の歴史、そしてその子孫たちが代々受け継
いできた言語・文化・信仰生活などを受講者とともに総括的に捉えてみたい。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - 
1. 授業概要・評価方法・レポートなど説明 
2. 「難民」・「移民」・「流民」 
3. 無限の可能性を秘めた国 
4. 独立戦争時代のドイツ系移民の活躍 
5. アーミシュ、メノナイト、フッター派の人々（宗教的迫害からの移民） 
6. アメリカの大地で独自の進化を続けるペンシルベニア・ドイツ語 
7. 「南北戦争」時代のドイツ系アメリカ人 
8. 「ユ－トピア思想」の実践とドイツ系移民 
9. 中間総括と質問 
10. 未 定 
11. アメリカ労働運動とドイツ系知識人亡命者 
12. 「英語オンリー」問題と「ハイフォン付アメリカ人」 
13. ドイツ系亡命人とヒトラー・「ナチスドイツ」との関係 
14. ハリウッド映画界とドイツ系アメリカ人 
15. この講義の総括日 
試験 - 

５．成績評価方法： 
出席と発言・学期末提出レポートでの総合評価による 

６．教科書および参考書： 
参考文献としては、 
① 野村達朗(1992) :「『民族』で読むアメリカ」講談社現代新書。 
② ジェイムズ・クローフォード著・本名信行訳(1994)：『移民社会アメリカの言語事情』ジャパン・タイムズ, 
③ 明石紀雄・飯野正子：『エスニック・アメリカ』（新版）、有斐閣選書。 
④ Don Heinrich Tolzmann: The German-American Experience.(1999), New York; Humanity Books.。 
⑤  長友雅美（1998）『北米大陸におけるドイツ系移民の言語維持とその言語文化の変遷』・東北大学国際文化研究科・第
５回公開講座講義資料、1998 年・（12 頁～30頁）：この資料は教室で配布予定。 

７．授業時間外学習： 
とくに無し 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

多元言語文化論Ⅰ 

曜日・講時：前期 月曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 石幡 直樹 

科目ナンバリング：KIC-OHS616J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

英詩講読 
２．授業の目的と概要： 

英国の人びとが人間や社会や自然をどのように捉え、詩という文学様式の中に表現したのかを探る。 
３．学習の到達目標： 

優しさや怒りを見せる自然、不可思議な生と死への錯綜する思い、脳裏を巡る幸福感や悲哀、人を翻弄する感情の渦、広大な
世界や茫漠とした宇宙に生存する意味など、さまざまな主題が凝縮された英語の韻文を理解し、詩人の思索と表現について考
える。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 対訳と脚注つきのテキストを用いて、解釈と解説を交えながらで読み進める。詩は本来翻訳が不可能であるので訳は参
考にとどめ、原文の意味と含蓄および韻律の効果の理解を深める。 
1. Edmund Spencer, Samuel Daniel 
2. Michael Drayton, Christopher Marlowe 
3. William Shakespeare (1), (2) 
4. William Shakespeare (3), Thomas Nashe 
5. Thomas Campion (1), (2) 
6. John Donne (1), (2) 
7. Ben Jonson (1), (2) 
8. Ben Jonson (3), John Webster 
9. Robert Herrick (1), (2) 
10. George Herbert (1), (2) 
11. James Shirley, Edmund Waller 
12. John Milton (1), (2) 
13. John Milton (3), Richard Crashaw 
14. Richard Lovelace, Andrew Marvell (1) 
15. Andrew Marvell (2), Henry Vaughan 
試験 講義で扱った実際の作品数編を解釈・鑑賞し、そのレポートを提出することで試験に代える。 

５．成績評価方法： 
レポートによる。 

６．教科書および参考書： 
教室で配布する。 

７．授業時間外学習： 
自分の研究にどのように応用できるかという観点から、配付資料や関連資料を検討して問題意識を持ち質問などを考える。 

８．その他： 
レポートについては、引用の箇所と出典を明示するなど、研究倫理に準拠する内容と様式を求める。オフィ
スアワーはメールでの予約制とする。質問はメールでも受け付ける。 

 



 

 国際文化研究科 

 

多文化共生思想論Ⅰ 

曜日・講時：前期 木曜日 １講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 山下 博司 

科目ナンバリング：KIC-OHS617J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

ヨーガ ー起源・展開・国際化の軌跡をたどるー 
２．授業の目的と概要： 

南アジアの民族文化に由来する宗教的実践が、脱魔術化・脱宗教化といった近代化のプロセスを経て、世界で広く受け入れら
れるに至った軌跡と背景を丹念にたどることで、ヨーガの国際化・グローバル化の秘密・要訣を探り、ヨーガが現代社会にお
いて有する有用性と潜在的可能性について思考をめぐらす。関連するインドの哲学思想についても言及・解説を施す。できれ
ばヨーガに関わる映画作品の上映も試みる。 

３．学習の到達目標： 
民族文化が国際的に受け入れられるようになる経緯と条件についてヨーガの事例に拠りつつ検討することで、文化のグロー
バル化の問題を考えるヒントを得る。ヨーガをめぐるさまざまな文化現象、学問分野に言及し、総合的に考察するので、幅広
い関心・視野をもって授業に臨んでほしい。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 パワーポイントを用いて授業を展開する。基本的に講義の形式に従う。 
1. 第 1 回：オリエンテーション 
2. 第 2 回：ヨーガのいま 
3. 第 3 回：インダス文明におけるヨーガ（１） 
4. 第 4 回：インダス文明におけるヨーガ（２） 
5. 第 5 回：ウパニシャッドにおけるヨーガ 
6. 第 6 回：パタンジャリの『ヨーガスートラ』の成立とラージャヨーガ（１） 
7. 第 7 回：パタンジャリの『ヨーガスートラ』の成立とラージャヨーガ（２） 
8. 第 8 回：ハタヨーガの興りと展開（１） 
9. 第 9 回：ハタヨーガの興りと展開（２） 
10. 第 10 回：映画『聖なる呼吸』（予定）上映 
11. 第 11 回：ヨーガのグローバル化の軌跡（１）ースワ－ミー・シヴァーナンダなどの貢献ー 
12. 第 12 回：ヨーガのグローバル化の軌跡（２）ーマイソール・スクールの新機軸と貢献ー 
13. 第 13 回：ヨーガのグローバル化の軌跡（３）ービクラム・チョードリーのアメリカ進出とホットヨーガー 
14. 第 14 回：ヨーガと代替医療－現代ヨーガの新しい地平－ 
15. 第 15 回：まとめ 
試験 試験は行わない。授業内容や映画などにつき感想を記してもらい、それを平常点に組み入れることはあり得る。 

５．成績評価方法： 
平常点を 4 割、最終レポートを 5割とする。ただし、授業回数の 3分の 1以上を欠席した者には単位を与えない。 

６．教科書および参考書： 
参考書：山下博司『ヨーガの思想』講談社選書メチエ、2009 年 

７．授業時間外学習： 
ヨーガに関する話題に常に耳目を傾けるとともに、まだヨーガを試みたことのない人は、何らかの形で「ヨーガ体験」をして
みることを勧める。 

８．その他： 
オフィスアワーについては、基本的に授業のない時間帯は在室予定だが、面談を希望する場合は事前にメー
ル等で予約すること。 

 



 

 国際文化研究科 

 

多文化比較思想論Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 １講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 佐藤 透 

科目ナンバリング：KIC-OHS616J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

比較宗教入門 ２ 
２．授業の目的と概要： 

宗教は多くの文化の基礎を形作るものであり、世界に存在する様々な宗教を理解することは、多くの文化を理解する上で重要
である。この授業では、とくに欧米文化の基礎となっているキリスト教とアジア文化の基礎である仏教を比較思想・比較宗教
の見地から理解することを目的とする。 

３．学習の到達目標： 
（１）比較思想・比較宗教の意義と視点を理解する。 
（２）とくにキリスト教および仏教の比較宗教的理解を通じて、東西文化を考える。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 初めに比較宗教の意義と方法に関する講義を行い、次いで、中村元『比較思想から見た仏教』をテキストとし、特にキ
リスト教と仏教を比較する部分を講読しつつ、その内容について参加者で議論する。 
1. 導入：比較宗教およびテキストについて 
2. 第一章 “普遍”宗教 
3. 第二章 仏教の道とキリスト教の道（一）信仰の道 
4. 第二章 仏教の道とキリスト教の道（二）信仰と理性 
5. 第二章 仏教の道とキリスト教の道（三）理性の限界 
6. ビデオ教材 
7. 第三章 人間的状況の診断（一）一切皆苦、諸行無常 
8. 第三章 人間的状況の診断（二）輪廻 
9. 第三章 人間的状況の診断（三）仏教の無我説 
10. ビデオ教材 
11. 第四章 仏教とキリスト教の治療法（一）目標 
12. 第四章 仏教とキリスト教の治療法（二）目標に至る道 
13. 第四章 仏教とキリスト教の治療法（三）中道 
14. 第八章 東洋における近代思想の夜明け 
15. 講義全体のまとめ 
試験 学期末レポートをもって試験とする。 

５．成績評価方法： 
平常点（授業への積極的参加）および学期末レポート。 

６．教科書および参考書： 
中村元著、春日屋伸昌編訳、『比較思想から見た仏教』、東方出版、1987 年。 

７．授業時間外学習： 
毎回、授業で扱う予定のテキストの部分を各自が読んで理解してくること。 

８．その他： 
授業は、テキストのコピーおよび資料を配布して行う予定である。 

 



 

 国際文化研究科 

 

多文化交流史Ⅰ 

曜日・講時：後期 火曜日 ２講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 坂巻 康司 

科目ナンバリング：KIC-OHS619J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

比較視覚芸術学講義 
２．授業の目的と概要： 

写真をめぐる様々な批評的言説の分析を通して、文化の多様性を理解します。 
３．学習の到達目標： 

・写真芸術の多様性を知ると同時に、分析・批評の方法を習得できるようにします。 
・写真と哲学的思考の関係について、おおよその理解ができるようにします。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  2012 年度から 5年間続けてきた映画に関する講義を一休みし、今年度は写真について語ります。 
 講義の前半（2回～7回）では、いまや写真論の古典ともなったロラン・バルト Roland Barthes(1915-1980)の名著『明るい
部屋』Chambre Claire (1974)を精読し、そこで示されるさまざまな理論について正確に理解します。中盤（8回～10回）で
は、バルト以外の理論家・批評家によって書かれた代表的な写真論の概要を瞥見し、現代の写真論が持つ射程について吟味し
ます。後半（11回～14 回）は 
1. イントロダクション――写真を読む、写真論を読む 
2. 『明るい部屋』精読（１） 
3. 『明るい部屋』精読（２） 
4. 『明るい部屋』精読（３） 
5. 『明るい部屋』精読（４） 
6. バルトの写真論の影響（１） 
7. バルトの写真論の影響（２） 
8. ベンヤミン『写真小史』 
9. ソンタグ『写真論』 
10. 伊藤俊治『20世紀写真史』 
11. 肖像写真――ナダールについて 
12. パリ写真①――ブラッサイについて 
13. パリ写真②――カルティエ＝ブレッソンについて 
14. パリ写真③――ドアノーについて 
15. まとめ 
試験 試験は実施せず、主にレポートで評価する予定です。 

５．成績評価方法： 
成績評価の配分は、授業での発言等が 20 パーセント、期末レポートが 80 パーセントとし、その合計で最終的な評価をしま
す。 

６．教科書および参考書： 
参考書は初回授業時に指示します。 

７．授業時間外学習： 
期末レポートの作成に当たってはかなりの準備が必要とされます。 

８．その他： 
視覚芸術に関心がある学生の参加を求めます。 

 



 

 国際文化研究科 

 

多民族社会論Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ５講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 佐藤 雪野 

科目ナンバリング：KIC-OHS620J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

多民族社会の事例研究（3）Case studies of Multiethnic Societies (3) 
２．授業の目的と概要： 

かつて単一民族社会と捉えられることの多かった日本も、グローバル化の中で多民族社会化し、様々な問題が生じている。他
国の（歴史的）事例を検討することにより、それらの問題解決の手がかりを発見する。本年は、国家を持たないマイノリティ
であり、世界各地に生きるロマ（「ジプシー」）のイギリスを中心とした事例を取り上げる。 
This course provides students knowledge of case studies of multiethnic societies, focusing Roma (Gypsies) in the 
UK. 

３．学習の到達目標： 
①多民族社会の事例を知る。 
②①により、多民族社会を考える上で必要な方法論を身につける。 
③英文専門書の読解力を身につけ、主体的に研究を発展させる能力を身に付ける。 
Students will develop knowledge of case studies of multiethnic societies, method for the research on multiethnic 
societies, reading skill of English books. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 下記のテキストを輪読・精読しつつ、それぞれの事例を検討する。以下は教科書の章立てに沿った予定であるが、参加
者の状況により変更することがある。 
The contents and schedule are as shown below, but subject to change depending on circumstances. 
1. オリエンテーション 
Orientation 
2. ロマ(「ジプシー」）を題材とした映画（１） 
Film on Roma (Gypsies) 
3. ロマ（「ジプシー」）を題材とした映画（２） 
Film on Roma (Gypsies) 
4. Gypsies and their identities (1) 
5. Gypsies and their identities (2) 
6. Gypsies and their identities (3) 
7. Recognition the 'other' (1) 
8. Recognition the 'other' (2) 
9. The outsider in multicultural society (1) 
10. The outsider in multicultural society (2) 
11. The outsider in multicultural society (3) 
12. The outsider in racial society (1) 
13. The outsider in racial society (2) 
14. The outsider in racial society (3) 
15. 総括 
Conclusion 
試験 試験の代わりに授業内容に関連した期末レポートを課す。 
Report (end of the semester) 

５．成績評価方法： 
平常点（出席状況、輪読のアサインメント）及び期末レポート（各 50%） 
Report (end of the semester) 50%, Attendance and assignments 50% 

６．教科書および参考書： 
教科書：Bhopal, Kalwant & Martin Myers, Insiders, Outsiders and Others. Gypsies and Identity, Hatfield: University 
of Hertfordshire Press, 2008. 
入手方法については開講時に指示する。 
参考書については授業中に指示する。 
The further information for the reference books will be given in class. 

７．授業時間外学習： 
予習：教科書の授業で扱われる部分を、担当者以外もあらかじめ読み、議論に参加できるように準備すること。 
復習：予習時の疑問点が解決できたか、確認すること。 
Students are required to prepare for the assigned part of the designated textbook for each class. They are also 
required to make a thorough review, mainly by completing assignm 

８．その他： 
オフィスアワー等については開講時に指示する。 
The further information for the lecture will be given in class. 

 



 

 国際文化研究科 

 

多文化共生論総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 月曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-OHS621J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

多文化共生論の基礎と発展(３)－A Basis and development of studies on multiculturalism (3)-A 
２．授業の目的と概要： 

多文化共生論という学問の特質、研究対象、研究方法の基礎を学び、受講者それぞれの問題意識をもとに、教員全員による研
究・論文作成の指導を受ける。Students will acquire basic knowledge and necessary methods for studying on 
multiculturalism and preparing for academic papers. 

３．学習の到達目標： 
① 学問とは何かを、また学術論文を書くとはどういう行為であるかを理解する。② 多文化共生論という学問の特質を理解
する。③ 問題の設定のしかたを学ぶ。④ 資料の収集や扱いかたを学ぶ。⑤ 論文の作成に必要なさまざまな知識を修得す
る。The aim of this course is to understand 1) how academic works should be, 2) characteristics of studies on 
multiculturalism, 3) methods of setting the theme, 4)how to collect and deal with material, 5) necessary knowledge 
for writing academic papers. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 1 名ないし数名の学生がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて教員・学生全員で質問・討論を行う。
Students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per week, and all 
participants will discuss them. 
1. オリエンテーションと発表予定の作成 Orientation 
2. 修士論文執筆状況の発表（前期 2年次）Presentations by MC second-year students 
3. 博士論文執筆状況の発表（後期 2・3年次）Presentations by DC second/third-year students 
4. 研究テーマの発表（後期 1年次）Presentations by MC first-year students 
5. 研究テーマの発表（前期 1年次）Presentations by DC first-year students 
6. 修士論文仮題目の発表（１）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students as prepararion for the “Master's 
Thesis Plan” 
7. 修士論文仮題目の発表（２）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students as preparing for the “Master's 
Thesis Plan” 
8. 研究題目の発表（１）（前期・後期 1年次）Presentations by MC/DC first-year students as preparing for the “Research 
Title Form” 
9. 研究題目の発表（２）（前期・後期 1年次）Presentations by MC/DC first-year students as preparing for the “Research 
Title Form” 
10. 博士論文中間発表会題目の発表（後期 2年次）Presentations by DC socond-year students as preparing for the 
“Interim Presentation of Doctoral Thesis” 
11. 博士論文題目の発表（後期 3年次）Presentations by DC third-year students as preparing for the “Doctoral Thesis 
Title Registration Form” 
12. 博士論文中間発表会の予行演習（後期 2年次）Presentations by DC socond-year students as rehearsals for the 
“Interim Presentation of Doctoral Thesis” 
13. 修士論文構想発表会の予行演習（前期 2年次）Presentations by MC second-year students as rehearsals for the 
“Presentation of the Master's Thesis Plan” 
14. 研究題目発表会の予行演習（前期・後期 1年次）Presentations by MC/DC first-year students as rehearsals for the 
“Presentation of the Research Title” 
15. 博士論文草稿発表会の予行演習（後期 3年次）Presentations by DC third-year students as rehearsals for the 
“Presentation of a Doctoral Thesis Draft” 
試験 発表や討論の状況やレポートなどで試験に代える。Evaluation is performed comprehensively based on 
presentations, participation in discussion and reports etc. 

５．成績評価方法： 
発表の内容や討論への関わりかたにより評価する。発表テーマについての個別のレポートによることもある。Evaluation is 
performed comprehensively based on presentations, participation in discussion and reports etc. 

６．教科書および参考書： 
授業中に適宜指示する。Textbook and references will be designated in the course. 

７．授業時間外学習： 
自分の発表の準備を整える。発表後の質問や討論を研究に反映させる。他の学生の発表原稿を事前に読み、質問と議論の準備
をする。Students are required to prepare for their own prsentations and the discussions on those of the others. 

８．その他： 
発表の 1週間前に原稿を演習に参加する教員と学生にメール添付ファイルで配布すること。オフィスアワー
はメールでの予約制とする。質問はメールでも受け付ける。Students are required to send a handout of 
the presentation to all lecturers and the other students a week before the presentation. Office 
hours: Make an appointment in advance via e-mail or other means. Students can email their 
questions. 

 



 

 国際文化研究科 

 

多文化共生論総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 月曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：多文化共生論講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-OHS621J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

多文化共生論の基礎と発展(３)－B Basis and development of studies on multiculturalism (3)-B 
２．授業の目的と概要： 

多文化共生論という学問の特質、研究対象、研究方法の基礎を学び、受講者それぞれの問題意識をもとに、教員全員による研
究・論文作成の指導を受ける。Students will acquire basic knowledge and necessary methods for studying on 
multiculturalism and preparing for academic papers. 

３．学習の到達目標： 
① 学問とは何かを、また学術論文を書くとはどういう行為であるかを理解する。② 多文化共生論という学問の特質を理解
する。③ 問題の設定のしかたを学ぶ。④ 資料の収集や扱いかたを学ぶ。⑤ 論文の作成に必要なさまざまな知識を修得す
る。The aim of this course is to understand 1)how academic works should be, 2) characteristics of studies on 
multiculturalism, 3) methods of setting the theme, 4)how to collect and deal with material, 5)  necessary 
knowledge for writing academic papers. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 1 名ないし数名の学生がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて教員・学生全員で質問・討論を行う。
Students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per week, and all 
participants will discuss them. 
1. オリエンテーションと発表予定の作成 Orientation 
2. 博士論文執筆状況の発表（１）（後期 3年次）Presentations by DC third-year students 
3. 研究内容と進捗状況の発表（１）（前期 1年次）Presentations by MC first-year students 
4. 研究内容と進捗状況の発表（２）（後期 1・2年次）Presentations by DC first/second-year students 
5. 博士論文執筆状況の発表（２）（後期 3年次）Presentations by DC third-year students 
6. 修士論文題目の発表（１）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students as prepearing for the “Master’s 
Thesis Title Form” 
7. 修士論文題目の発表（２）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students as prepearing for the “Master’s 
Thesis Title Form” 
8. 修士論文執筆状況の発表（１）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students 
9. 修士論文執筆状況の発表（２）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students 
10. 研究内容と進捗状況の紹介（１）（前期 1年次）Presentations by MC first-year students 
11. 研究内容と進捗状況の紹介（２）（前期 1年次）Presentations by MC first-year students 
12. 研究内容と進捗状況の紹介（３）（後期 1・2年次）Presentations by DC first/second-year students 
13. 研究内容と進捗状況の紹介（４）（後期 1・2年次）Presentations by DC first/second-year students 
14. 修士論文発表会の予行演習（１）（前期 2 年次）Presentations by MC second-year students as rehearsals for 
the“Presentation of the Master's Thesis” 
15. 修士論文発表会の予行演習（２）（前期 2 年次）Presentations by MC second-year students as rehearsals for 
the“Presentation of the Master's Thesis” 
試験 発表や討論の状況やレポートなどで試験に代える。Evaluation is performed comprehensively based on 
presentations, participation in discussion and reports etc. 

５．成績評価方法： 
発表の内容や討論への関わりかたにより評価する。発表テーマについての個別のレポートによることもある。Evaluation is 
performed comprehensively based on presentations, participation in discussion and reports etc. 

６．教科書および参考書： 
授業中に適宜指示する。Textbook and references will be designated in the course. 

７．授業時間外学習： 
自分の発表の準備を整える。発表後の質問や討論を研究に反映させる。他の学生の発表原稿を事前に読み、質問と議論の準備
をする。Students are required to prepare for their own prsentations and the discussions on those of the others. 

８．その他： 
発表の 1週間前に原稿を演習に参加する教員と学生にメール添付ファイルで配布すること。オフィスアワー
はメールでの予約制とする。質問はメールでも受け付ける。Students are required to send a handout of 
the presentation to all lecturers and the other students a week before the presentation. Office 
hours: Make an appointment in advance via e-mail or other means. Students can email their 
questions. 

 



 

 国際文化研究科 

 

語彙論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ３講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 小野 尚之 

科目ナンバリング：KIC-LIN601J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

語彙意味論の諸相 
２．授業の目的と概要： 

この授業では、語の意味をめぐる基本的概念および最新の諸理論を概観し、語の意味がかかわる問題の諸相について理解を深
めます。意味論に興味のある人だけでなく、統語論や形態論、さらに語用論に関わる有益な議論を提供できるように努めます。 

３．学習の到達目標： 
語彙意味論の基本概念、方法論、中心的な問題とその解決方法などを理解することと、言語学における論証の仕方や議論の方
法などのアカデミック・スキルを身につけることがこの授業の学習目標となります。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業は次に述べる６つのトピックについて講義を行い、その後受講者とのディスカッションをします。それぞれのトピ
ックについて、指定した文献を前もって読んできてもらいます。 
1. 語の意味とは？ 
語彙意味論におけるいくつかのアプローチを紹介して言語モデルにおいてレキシコンがどのように考えられてきたかを議論
します 
2. 語の意味とレキシコン 
語彙意味論におけるいくつかのアプローチを紹介して言語モデルにおいてレキシコンがどのように考えられてきたかを議論
します 
3. 意味関係１（包摂関係、部分全体関係） 
意味関係という考え方とその展開を見ます 
4. 意味関係２（同義関係、対義関係） 
意味関係という考え方とその展開を見ます 
5. 多義性 
前回を踏まえて、語の多義性を構成する要因について考えます 
6. 語義の拡張 
メタファーやメトニミーによる語義の拡張や語用論的な意味解釈の原理を議論します 
7. 名詞の意味論１（可算と不可算） 
8. 名詞の意味論２（モノとコト） 
モノを表す名詞がコトの意味を含む現象を取り上げて議論します 
9. 動詞の意味論１（意味役割） 
10. 動詞の意味論２（アスペクト） 
11. 様態と結果の相補性 
「様態・結果の相補性」と言われる仮説を議論します 
12. 述語合成のタイポロジー 
移動構文と結果構文のタイポロジーを議論します 
13. 形容詞・副詞の意味論（スケール性） 
形容詞・副詞の意味論で重要な概念となっているスケール性を議論します 
14. 統語論と語彙意味論 
15. まとめ 
試験 学期末のレポート 

５．成績評価方法： 
授業活動および学期末のレポートによる 

６．教科書および参考書： 
小野尚之（2005）『生成語彙意味論』くろしお出版．4-87424-324-x 
三原健一・高見健一（編）（2013）『日英対照 英語学の基礎』くろしお出版．978-4-87-424600-9 

７．授業時間外学習： 
毎回指定した箇所の予習が必要です 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

生成統語論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ２講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 高橋 大厚 

科目ナンバリング：KIC-LIN602E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Development of the Theory of Phrase Structure 
２．授業の目的と概要： 

This course will consist of a series of lectures by the instructor on the theory of phrase structure. By 
considering how it has evolved from Phrase Structure Rules assumed in the Standard Theory model to Merge postulated 
in the Minimalist model, students will learn some basic concepts and methodology of transformational generative 
syntax. 

３．学習の到達目標： 
Students are expected to learn (1) basic concepts related to phrase structure and (2) the methodology of 
transformational generative syntax. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The instructor will lecture on the development of the theory of  phrase structure. 
1. Course introduction 
2. Phrase Structure Rules (1) 
3. Phrase Structure Rules (2) 
4. Phrase Structure Rules (3) 
5. The X-bar Theory (1) 
6. The X-bar Theory (2) 
7. The X-bar Theory (3) 
8. The X-bar Theory (4) 
9. The X-bar Theory (5) 
10. Antisymmetry (1) 
11. Antisymmetry (2) 
12. Merge (1) 
13. Merge (2) 
14. Merge (3) 
15. Merge (4) 
試験 Monthly homework assignments 

５．成績評価方法： 
Based on the assignments 

６．教科書および参考書： 
The books/articles below are just for students' reference. We will not go into every part of them. Additional 
references may be pointed out in class. 
 
For Phrase Structure Rules: 
 Akmajian and Heny (1975) An Introduction to the Principles of Transformational Syntax. (Chapter 2) MIT Press. 
(introductory) 
 
For the X-bar Theory: 
 Carnie (2013) Syntax: A Generative Introduction. (Part 2) Wiley-Blackwell. (introductory) 
 
For Antisymmetry: 
 Kayne (1993) Antisymmetry. MIT Press. (advanced) 
 
For Merge: 
 Chomsky (1995) The Minimalist Program. (Chapter 4) MIT Press. (advanced) 
 Chomsky (2013) "Problems of Projection." Lingua 130: 33-49. (advanced) 
 Chomsky (2015) "Problems of Projection: Extensions." In E. Di Domenico, C. Hamann and S. Matteini (eds.) 
Structures, Strategies and Beyond: Studies in Honour of Adriana Belletti. 1-16. John Benjamins. (advanced) 

７．授業時間外学習： 
Students are supposed to read the relevant references before class. 

８．その他： 
To read Carnie (2013) and be familiar with generative syntax before the semester begins is a 
PREREQUISITE! Carnie (2013) is the third edition of his introductory book. The first edition 
published in 2002 or the second edition published in 2007 will also do. 

 



 

 国際文化研究科 

 

英語解析論Ⅰ 

曜日・講時：前期 月曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 川平 芳夫 

科目ナンバリング：KIC-LIN603J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

英語の統語構造と意味解釈 
Syntactic Structure and Semantic Interpretation of English Sentences 

２．授業の目的と概要： 
英語の統語構造と意味解釈がどのように対応しているかについて生成言語学の理論的基盤に基づいて理解する。 
In this course the students will understand basics of the relation between syntactic structure and semantic 
interpretation of English sentences in the framework of generative linguistics. 

３．学習の到達目標： 
①英語の基本的な文がどのような構造を有し、どのように派生され、その意味がどのように決定されるか、などに関する生成
言語学の基本事項を理解すること。  
②英語の基本的な文の構造がある程度自由に書けるようになること。  
③英文の意味を明確に理解し、これを日本語で分かりやすく表現する能力を強化すること。    
In this course the students will get basic understanding of the following matters: 
(1)basic structures of English sentences and their derivation 
(2)basic semantic interpretation of English sentences  
(3)basic relations between syntactic structure and semantic interpretation of English sentences 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 (授業内容) 英語の nursery rhyme に、連鎖的に関係する複数の命題を積み重ねて単一の文にした This is the farmer 
sowing his corn（中略）in the house that Jack built.がありますが、例えばこのような表現を自由に作り、その意味を瞬
時に理解できる能力はどのように説明できるでしょうか。このような母語話者の言語能力とその起源の解明が生成言語学の
目標ですが、この授業では、生成言語学に関する講義や原書講読を通じ、英語の文構造とその意味解釈を決定する 
1. 生成言語学の研究法と自然科学の研究法 
Methodology of generative linguistics and scientific approach 
2. 生成言語学の主要な目標(1)人間の言語活動とその背後にある個別言語の知識  
Main goals of generative linguistics (1) language activity and the knowledge behind it 
3. 生成言語学の主要な目標(2)E 言語とＩ言語  
Main goals of generative linguistics (2) External language and Internal language 
4. 生成言語学の主要な目標(3)個別言語の獲得とそれを説明する理論  
Main goals of generative linguistics (3) Language acquisition and its explanation 
5. 英語の基本構造(1)句構造とＸバー理論  
Basic structure of English (1) Phrase structure rules and X'-theory 
6. 英語の基本構造(2)パラメター  
Basic structure of English (2) Parameters 
7. 英語の基本構造(3)項の位置  
Basic structure of English (3) Positions of arguments 
8. 英語の基本構造(4)項の移動と表層構造  
Basic structure of English (4) Movement of arguments and surface structure 
9. 英語の基本構造(5)wh 移動  
Basic structure of English (5) Wh-movement 
10. 英語の基本構造(6)マージ操作 
Basic structure of English (6) The operation of Merge 
11. 英語の意味解釈(1)項や wh 要素が移動している文の意味解釈  
Semantic interpretation of English (1) Sentences in which arguments and wh-phrases have moved 
12. 英語の意味解釈(2)照応語や代名詞など代用表現の意味解釈  
Semantic interpretation of English (2) Anaphors and pronouns 
13. 英語の意味解釈(3)数量詞を伴う文の意味解釈  
Semantic interpretation of English (3) Semantic interpretation of quantifiers 
14. 英語の意味解釈(4)否定辞を伴う文の意味解釈  
Semantic interpretation of English (4) Sentences including negative elements 
15. 本講義のまとめ、試験、及び試験内容の解説  
Summary of the course, examination and explanation about it 
試験 期末試験またはレポートを課します。 
The students will have a terminal examination or submit a term paper. 

５．成績評価方法： 
授業及び授業での討論への参画(50%)、期末試験またはレポート(40%)、出席(10%)により総合的に評価します。   
Evaluation will be based on in-class participation (50%), a terminal exam or a terminal paper (40%), and attendance 
(10%). 

６．教科書および参考書： 
授業の中で示します。 
The textbook will be shown on the first day of the course. 

７．授業時間外学習： 
授業で示す英文教科書を毎週予習していただきます。 
Students will read a few sections of an introductory textbook on generative linguistics written in English before 



 

the class every week. 
８．その他： 

(1)受講希望者は初回の授業から出席して下さい。  
(2)オフィスアワーは月～金の 12:10～12:40 としますが事前にメールで都合を確認して下さい。メールアド
レスは初回の授業で示します。  
(1)The students who will take the class are expected to attend the class from the first day of 
the class. 
(2)The students may come to the teacher's office between 12:10 and 12:40 from Monday thru Friday 
after contacting by email. Email-address will be shown on the first day. 

 



 

 国際文化研究科 

 

認知言語学Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ２講時 ５３１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 上原 聡 

科目ナンバリング：KIC-LIN604E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Cognitive and contrastive-linguistic approaches to Japanese 
２．授業の目的と概要： 

The purpose of the course is for students to familiarize themselves with the notion of linguistic categorization 
in cognitive linguistics and to understand how language works—how entities and states of affairs are categorized 
into words, constructional patterns and discourse structures—in the intra-linguistic (Japanese) and inter-
linguistic/contrastive linguistic (with English and other languages) contexts. 

３．学習の到達目標： 
Students will come to understand 1) by learning that languages are classified into types depending on the ways 
of categorizing and expressing what is objectively observed, which types the languages they know belong to or 
lean toward, and 2) how language structures reflect the speakers’ ways of looking at things in their cultures. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The course consists of lectures by the instructor and discussions among (and possibly presentations by) 
the students. 
1. Orientation 
2. Basics in cognitive linguistics 
3. Parts of speech/lexical categories – basics in describing/analyzing language grammar 
4. The universal definition of parts-of-speech? And major lexical categories in Japanese 
5. Nominal adjectives in Japanese – prototype effects 
6. Verbal nouns in Japanese – lexicon to grammar 
7. Nominal adjectives and Adjectives in Japanese 
8. Homonymy?: Two negative polite forms – what’s the difference? 
9. Translation equivalents differing in ranges of meanings between languages 
10. Jibun vs. oneself 
11. Pronouns vs. zero pronouns (pronoun drop)? 
12. DO-language vs. BECOME-language 
13. Subjective change vs. simple state 
14. Situation-focus vs. person-focus 
15. Speaker-responsibility vs. hearer-responsibility 
試験 - 

５．成績評価方法： 
Students will be evaluated based on: class attendance, in-class participation, homework assignments (30%), 
presentations (20%), and the final exam (50%). 

６．教科書および参考書： 
Uehara, Satoshi. Syntactic Categories in Japanese: A Cognitive and Typological Introduction. Kurosio Publishers. 
1998.  
And other papers. 

７．授業時間外学習： 
Homework and preparation for presentation 

８．その他： 
Office Hours: To be announce in class 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語社会論Ⅰ 

曜日・講時：後期 水曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 江藤 裕之 

科目ナンバリング：KIC-LIN605E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Topics in the Theory of Language, Society, and Culture 
２．授業の目的と概要： 

This course is designed (1) to provide students a general introduction to the theory of language, society, and 
culture via a close reading of selected chapters/papers on the relevant topics and (2) to familiarize students 
with certain aspects of linguistic theories. This semester we particularly focus of world “Englishes”. 

３．学習の到達目標： 
This course will look at certain theories of language, society, and culture with the aim of answering the 
following questions: 
  - What are the overall view, methods, and goals suggested by the particular theory? 
  - What is its historical and intellectual background? 
  - What is its position in the history of linguistics? 
  - What are its competing theories? 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 - What is language? / What is society? / What is culture? 
  - Language and culture / Linguistic relativity 
  - Standard language, dialects, and variations. 
1. Course orientation 
Introductory discussion:  
 What is language? / What is culture? What is linguistics? / What is science? 
2. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (1) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 1 
3. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (2) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 1 
4. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (3) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 2 
5. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (4) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 2 
6. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (5) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 6 
7. Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (6) 
  Text: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Ch. 7 
8. Discussion (1): World Englishes 
  Text: TBA 
9. Discussion (2): World Englishes 
  Text: TBA 
10. Preparation for presentation 
11. Presentation(s) and discussion (1) 
12. Presentation(s) and discussion (2) 
13. Presentation(s) and discussion (3) 
14. Presentation(s) and discussion (4) 
15. Varia 
試験 n/a 

５．成績評価方法： 
Participation  20% 
Presentation  40% 
Short paper  40% 

６．教科書および参考書： 
TBA 

７．授業時間外学習： 
TBA 

８．その他： 
The schedule is subject to change due to instructor’s unexpected meetings or accidents. 
This course is conducted primarily in English during discussions and presentations. 

 



 

 国際文化研究科 

 

語用論Ⅰ 

曜日・講時：前期 月曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 中本 武志 

科目ナンバリング：KIC-LIN606E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Introduction to pragmatics 
２．授業の目的と概要： 

This course is an introduction to basic concepts and principles of modern pragmatics. 
Assuming no prior knowledge of pragmatic analysis, it covers fundamental phenomena such as implicature and 
politeness. 

３．学習の到達目標： 
Students will gain a basic knowledge of pragmatics and insight into linguistic meaning and its role in 
communication, as well as the ability to read the latest papers critically. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 We will over-viewing implicature, politeness, and methods to collect data. 
Many of the examples come from English, Japanese and Chinese. 
1. Defining pragmatics 
2. Grice’s maxims (1) 
3. Grice’s maxims (2) 
4. Neo-Gricean approaches (1) 
5. Neo-Gricean approaches (2) 
6. Post-Gricean pragmatics: Relevance theory (1) 
7. Post-Gricean pragmatics: Relevance theory (2) 
8. Post-Gricean pragmatics: Relevance theory (3) 
9. Speech acts 
10. Face-work 
11. Politeness (1) 
12. Politeness (2) 
13. Politeness (3) 
14. Data collection in pragmatics research (1) 
15. Data collection in pragmatics research (2) 
試験 No examination. 

５．成績評価方法： 
Attendance (10%) 
In-class participation in discussions (50%) 
Submission of Assignments (40%) 

６．教科書および参考書： 
No textbooks. 
Suggestions for further readings will be provided in class. 

７．授業時間外学習： 
Assignments must be submitted by the deadline through ISTU. 

８．その他： 
Office hours: By appointment. 
takeshi.nakamoto.e3@tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語類型論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ３講時 ２０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 ナロック ハイコ 

科目ナンバリング：KIC-LIN607E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Grammaticalization and Typology 
２．授業の目的と概要： 

Grammaticalization is the process by which grammatical forms and constructions are diachronically formed from 
lexical material. This structural process is usually accompanied by semantic change. Typology is concerned with 
the structural commonalities and differences between languages. This course attempts to bring both together, 
also looking into the possibility of development of commonalities and differences through universal and differing 
paths of grammaticalization. 

３．学習の到達目標： 
Gaining a solid knowledge and understanding of grammaticalization and being able to reflect on its interaction 
with typology. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 Introductory articles from textbooks are followed by the reading of articles on specific topics and 
phenomena. 
1. Introduction 
2. What is grammaticalization? 
3. What is typology? 
4. Criteria of grammaticalization 
5. Grammaticalization and typology 
6. Grammaticalization as explanation 
7. motivations for grammaticalization (1) – cognition 
8. motivations for grammaticalization (2) – pragmatics & discourse I 
9. motivations for grammaticalization (2) – pragmatics & discourse II 
10. motivations for grammaticalization (3) – processing and frequency 
11. Grammaticalization and syntax 
12. Mechanisms of grammaticalization 
13. Grammaticalization and corpora 
14. Contexts of grammaticalization 
15. Grammaticalization in Japanese and Chinese 
試験 There will be no examination. 

５．成績評価方法： 
Grades are based on the homework for each class and on class participation. 

６．教科書および参考書： 
Heine, Bernd et al. (1991) Grammaticalization. Chicago: Chicago University Press. 
Hopper, Paul J. and Elizabeth C. Traugott (2003) Grammaticalization. Second Edition. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Narrog, Heiko & Bernd Heine (eds.) (2011). The Oxford Handbook of Grammaticalization. Oxford: Oxford University 
Press. 

７．授業時間外学習： 
Homework for each class 

８．その他： 
It is recommended to obtain and read the references in advance. 

 



 

 国際文化研究科 

 

日本語解析論Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 １講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 副島 健作 

科目ナンバリング：KIC-LIN608J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

日本語教育のための日本語学 
２．授業の目的と概要： 

日本語を母語としない学習者に日本語を教えるという側面から、日本語に関する知識の形成、日本語学習者の母語など他の言
語との相違、コミュニケーションのための文法・語彙について考えを深める。 

３．学習の到達目標： 
1）言語の実態と、一般的な母語話者が持っている言語的知識を区別する（日本語を客観的にとらえる）。 
2）言語資料から言語的事象を取り出す方法を身につける。 
3）広く相対的な観点から日本語を捉える方法を身につける。 
4）相手の感情を害する誤用とはどういうものか、発話スタイルなど、誤用以外にも相手の感情に影響するものがあるか、考
える。 
5）言語には使用者や使用の状況、場面によって様々なヴァリエーションがあり、また言語そのものも刻一刻と変化していく
ものである。この問題についての考えを深める。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 教材を以下の手順で読み進めていく。 
1. 発表の担当を割り当てる。 
2. 取り上げたい論文を配布した文献リストから事前に選び，副島に連絡する。副島は受講生へその文献を事前に配布す
る。 
3. 発表者は授業のはじめに次のことに留意しながら，本文の要旨を説明する。 
4. 本文の内容について議論し，内容を確認しながら，理解を深めていく。 
1. イントロダクション 
2. 日本語の音 
3. 形態素・接辞，活用 
4. 品詞と文の成分 
5. 格と述語 
6. 動詞の自他とヴォイス（受身文・使役文） 
7. テンス・アスペクト・モダリティ 
8. 条件表現 
9. 複文 
10. 副詞 
11. 省略・主題と主格 
12. 授受表現 
13. のだ文 
14. 終助詞・とりたて助詞 
15. 文字・表記 
試験 学期末レポート: 日本語にかんして興味のある論文を 1つ選び，内容をまとめる。 
注: まとめるだけじゃなく，主張についての批判的意見を必ず明記すること。 

５．成績評価方法： 
目標がどれくらい達成できているかを以下の方法により評価する 
レポート（40％）＝（興味のある研究論文について紹介し、自分の意見を述べる） 
発表のパフォーマンス（20％） 
理解度確認のための課題（20％） 
受講態度、その他（20％） 

６．教科書および参考書： 
教科書及び参考文献は初回授業で指示する。 
関連文献は適宜授業中にプリントで配布する。 

７．授業時間外学習： 
発表者は授業のはじめに次のことに留意しながら，本文の要旨を説明するので，その準備をする 
① 本文の内容をわかりやすくまとめ，スライドにして提示する。 
② キーワードやわかりにくい語彙のリストを作る。 
③ 不明な点や本文の議論で受け入れ難い点があればリストアップしておく。 
④ 参考となる資料がほかにあれば，準備し，説明に加える。 
注: 発表しない人も事前に必ず教材を読んでおくこと 

８．その他： 
オフィスアワー：初回授業で伝える。 
メールアドレス：kensaku@m.tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

中国語解析論Ⅰ 

曜日・講時：後期集中 その他 連講 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：非常勤講師 王 安 

科目ナンバリング：KIC-LIN609J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

現代中国語解析論Ｉ－日本語との対照を通して－ 
２．授業の目的と概要： 

中国語文法研究を行う上での基礎概念及び重要文法項目を理解し、中国語研究・日中対照研究に関する主要なトピックを学
ぶ。それにより、中国語という言語の特徴をより明確に捉え、日本語との類似性及び相違点への理解を深める。 

３．学習の到達目標： 
１、中国語文法研究を行う上での基礎概念及び重要概念を理解する。 
２、日中両言語の相違点・共通点を客観的に捉え、対照研究の方法論を身に付ける。 
３、言語研究を行うための客観的な見方を養う。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 大きく二つのパートに分けて講義を行っていく。一つ目は中国語文法研究を行うために必須の基礎概念及び重要な文
法項目を解説する。二つ目は日中対照研究の観点から、中国語の重要構文、及びよく取り上げられている「主観性」「虚詞」
などの問題を分析する。同時に、それぞれのトピックについて全員でディスカッションを行う。 
1. オリエンテーション、現代中国語の概観 
2. 中国語の形態素と語 
3. 連語(“词组”)の構造と分類 
4. 品詞・品詞分類と兼用現象 
5. 中国語の形容詞（その１） 
6. 中国語の形容詞（その２） 
7. 中国語の名詞と動詞（その１） 
8. 中国語の名詞と動詞（その２） 
9. これまでの内容のまとめ、ディスカッション 
10. 中国語の構文分析（その１：受動文） 
11. 中国語の構文分析（その２：使役文） 
12. 中国語の構文分析（その３：把構文） 
13. 中国語研究における重要な問題（その１：虚詞の重要性） 
14. 中国語研究における重要な問題（その２：主観性の問題） 
15. 総合まとめ、学生発表 
試験 - 

５．成績評価方法： 
最終レポート(60%) + 授業への取組(課題発表、授業での発言など：40%)で総合的に評価する。 

６．教科書および参考書： 
教科書：特になし。授業で資料を配布する。 
参考書：授業で適宜指示する。 

７．授業時間外学習： 
１、中国語文法研究の基本概念・用語を各自で確認すること。 
２、資料に出てくる専門用語や概念のうち、自分の知らないものがあれば事前に調べて確認すること。 

８．その他： 
１、言語学に関する基礎知識を有することが望ましい。 
２、課題を課す場合があるので、しっかり調べて準備すること。 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語科学研究総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 木曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-LIN610J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

言語科学研究の方法と実践(1) 
Methodology and Practice in Language Science (1) 

２．授業の目的と概要： 
受講者がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて参加者全員で討議する。これにより、言語科学分野におけ
る研究の方法論や発表の仕方などに習熟することを目的とする。  
In this course the students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per 
week, and the others will discuss them. Thereby the students will acquire the necessary methodology and skills 
to conduct research in language science and to present the results. 

３．学習の到達目標： 
受講者はこの授業を通して、主として次のような研究に必要な方法や技術を学ぶ。 
1 研究テーマを設定し、そのテーマに関する先行研究を批判的に検討すること。 
2 設定した問題に対する解決方法を論理的に構成すること。 
3 適切なデータを収集し、分析すること。 
4 研究結果をまとめ、説得力をもった発表を行うこと。 
5 他の受講者の発表を正確に理解し、批評的かつ建設的に評価すること。 
In this course the students will acquire the necessary methodology and skills to conduct research in language 
science, such as the following: 
1 to set a research topic and to critically review previous works on the topic 
2 to work out a way to solve issues on the research topic through logical argumentation 
3 to collect necessary data and to appropriately analyze them  
4 to put the results together into a research report and to persuasively present it 
5 to correctly understand other students’ presentations and to review them both critically and constructively 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 学期のはじめに発表スケジュールを発表する。  
The schedule of the student presentations will be announced by the beginning of the course. 
1. 学生による発表とそれに関する討論 1 
Presentations by the 1st and 2nd students, after each of which there will be a discussion by all. 
2. 学生による発表とそれに関する討論 2. 
Presentations by the 3rd and 4th students, after each of which there will be a discussion by all. 
3. 学生による発表とそれに関する討論 3. 
Presentations by the 5th and 6th students, after each of which there will be a discussion by all. 
4. 学生による発表とそれに関する討論 4. 
Presentations by the 7th and 8th students, after each of which there will be a discussion by all. 
5. 学生による発表とそれに関する討論 5. 
Presentations by the 9th and 10th students, after each of which there will be a discussion by all. 
6. 学生による発表とそれに関する討論 6. 
Presentations by the 11th and 12th students, after each of which there will be a discussion by all. 
7. 学生による発表とそれに関する討論 7. 
Presentations by the 13th and 14th students, after each of which there will be a discussion by all. 
8. 学生による発表とそれに関する討論 8. 
Presentations by the 15th and 16th students, after each of which there will be a discussion by all. 
9. 学生による発表とそれに関する討論 9. 
Presentations by the 17th and 18th students, after each of which there will be a discussion by all. 
10. 学生による発表とそれに関する討論 10. 
Presentations by the 19th and 20th students, after each of which there will be a discussion by all. 
11. 学生による発表とそれに関する討論 11. 
Presentations by the 21st and 22nd students, after each of which there will be a discussion by all. 
12. 学生による発表とそれに関する討論 12. 
Presentations by the 23rd and 24th students, after each of which there will be a discussion by all. 
13. 学生による発表とそれに関する討論 13. 
Presentations by the 25th and 26th students, after each of which there will be a discussion by all. 
14. 学生による発表とそれに関する討論 14. 
Presentations by the 27th and 28th students, after each of which there will be a discussion by all. 
15. 学生による発表とそれに関する討論 15. 
Presentations by the 29th and 30th students, after each of which there will be a discussion by all. 
試験 この授業は受講者がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて参加者全員で討議することにより、言語
科学分野における研究の方法論や発表の仕方などに習熟することを目的とするので試験は行わない。 
In this course the students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per 
week, and the others will discuss them. There 

５．成績評価方法： 
口頭発表および授業中の討議への参加を評価する。 
Evaluation will be based on the presentation and participation in the discussion. 



 

６．教科書および参考書： 
使用しない。必要な場合は授業中に指示する。  
No textbooks will be used, although some literature might be recommended in the course if necessary. 

７．授業時間外学習： 
学生は自分の発表予定日に向けて先行研究や自分の論考を分かりやすくまとめ、またパワーポイントスライドを準備する。 
The students have to prepare the presentation on the designated day, including PPT slides. 

８．その他： 
なし 
Nothing 

 



 

 国際文化研究科 

 

言語科学研究総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 木曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：言語科学研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-LIN610J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

言語科学研究の方法と実践(2) 
Methodology and Practice in Language Science (2) 

２．授業の目的と概要： 
受講者がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて参加者全員で討議する。これにより、言語科学分野におけ
る研究の方法論や発表の仕方などに習熟することを目的とする。  
In this course the students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per 
week, and the others will discuss them. Thereby the students will acquire the necessary methodology and skills 
to conduct research in language science and to present the results. 

３．学習の到達目標： 
1 研究テーマを設定し、そのテーマに関する先行研究を批判的に検討すること。 
2 設定した問題に対する解決方法を論理的に構成すること。 
3 適切なデータを収集し、分析すること。 
4 研究結果をまとめ、説得力をもった発表を行うこと。 
5 他の受講者の発表を正確に理解し、批評的かつ建設的に評価すること。 
In this course the students will acquire the necessary methodology and skills to conduct research in language 
science, such as the following: 
1 to set a research topic and to critically review previous works on the topic 
2 to work out a way to solve issues on the research topic through logical argumentation 
3 to collect necessary data and to appropriately analyze them  
4 to put the results together into a research report and to persuasively present it 
5 to correctly understand other students’ presentations and to review them both critically and constructively 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 学期のはじめに発表スケジュールを発表する。  
The schedule of the student presentations will be announced by the beginning of the course. 
1. 学生による発表とそれに関する討論 1 
Presentations by the 1st and 2nd students, after each of which there will be a discussion by all. 
2. 学生による発表とそれに関する討論 2. 
Presentations by the 3rd and 4th students, after each of which there will be a discussion by all. 
3. 学生による発表とそれに関する討論 3. 
Presentations by the 5th and 6th students, after each of which there will be a discussion by all. 
4. 学生による発表とそれに関する討論 4. 
Presentations by the 7th and 8th students, after each of which there will be a discussion by all. 
5. 学生による発表とそれに関する討論 5. 
Presentations by the 9th and 10th students, after each of which there will be a discussion by all. 
6. 学生による発表とそれに関する討論 6. 
Presentations by the 11th and 12th students, after each of which there will be a discussion by all. 
7. 学生による発表とそれに関する討論 7. 
Presentations by the 13th and 14th students, after each of which there will be a discussion by all. 
8. 学生による発表とそれに関する討論 8. 
Presentations by the 15th and 16th students, after each of which there will be a discussion by all. 
9. 学生による発表とそれに関する討論 9. 
Presentations by the 17th and 18th students, after each of which there will be a discussion by all. 
10. 学生による発表とそれに関する討論 10. 
Presentations by the 19th and 20th students, after each of which there will be a discussion by all. 
11. 学生による発表とそれに関する討論 11. 
Presentations by the 21st and 22nd students, after each of which there will be a discussion by all. 
12. 学生による発表とそれに関する討論 12. 
Presentations by the 23rd and 24th students, after each of which there will be a discussion by all. 
13. 学生による発表とそれに関する討論 13. 
Presentations by the 25th and 26th students, after each of which there will be a discussion by all. 
14. 学生による発表とそれに関する討論 14. 
Presentations by the 27th and 28th students, after each of which there will be a discussion by all. 
15. 学生による発表とそれに関する討論 15. 
Presentations by the 29th and 30th students, after each of which there will be a discussion by all. 
試験 この授業は受講者がそれぞれの研究テーマに即した発表を行い、それについて参加者全員で討議することにより、言語
科学分野における研究の方法論や発表の仕方などに習熟することを目的とするので試験は行わない。 
In this course the students will make presentations on their research topics, one or a couple of students per 
week, and the others will discuss them. There 

５．成績評価方法： 
口頭発表および授業中の討議への参加を評価する。 
Evaluation will be based on the presentation and participation in the discussion. 

６．教科書および参考書： 



 

使用しない。必要な場合は授業中に指示する。  
No textbooks will be used, although some literature might be recommended in the course if necessary. 

７．授業時間外学習： 
学生は自分の発表予定日に向けて先行研究や自分の論考を分かりやすくまとめ、またパワーポイントスライドを準備する。 
The students have to prepare the presentation on the designated day, including PPT slides. 

８．その他： 
なし 
Nothing 

 



 

 国際文化研究科 

 

意味論Ⅰ 

曜日・講時：前期 月曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 吉本 啓 

科目ナンバリング：KIC-LIN611E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Introduction to Formal Semantic Theories 
２．授業の目的と概要： 

The purpose of this class is to provide students with basic knowledge on formal grammar semantics, which lays 
the foundation of any subdiscipline of linguistic science, e.g. contasrtive grammar, second language acquisition 
study, and corpus linguistics. As a textbook, we adopt ogic in Linguistics by J. Allwood et al. This is based on 
logic theories that have been developed to better understand human activities involving linuistic meanings. By 
working on this book, participants will acquire broad knowledge on how linguists deal with sentence meanings on 
a scientific basis. 

３．学習の到達目標： 
At the end of the semester, students will 
-have basic knowledge about formal semantics. 
-have a formal perspective into the meanings of various expressions in any languages. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 Partcipants are given a task to read the relevant part of the textbook in advance and discuss and ask 
questions at class to deepen their understanding. 
1. Introduction 
2. Set theory 
3. Inference and logical analysis of sentences 
4. Propositional logic 
5. Predicate logic 
6. Deduction 
7. Modal logic 
8. Intensional logic and categorial grammar 
9. Further extensions 
10. Logic for linguists? 
11. Montague Semantics (1) 
12. Montague Semantics (2) 
13. Montague Semantics (3) 
14. Montague Semantics (4) 
15. Montague Semantics (5) 
試験 No examination will be given. Participants are requested to make contribution to a website about formal 
semantics. 

５．成績評価方法： 
Exams 60%, homework 20%, attendance and class participation 20% 

６．教科書および参考書： 
Textbook: 
Allwood, Jens, Lars-Gunnar Andersson and Osten Dahl (1977) Logic in Linguistics. Cambridge University Press. 
 
Reference book: 
吉本啓・中村裕昭 (2016)『現代意味論入門』くろしお出版 

７．授業時間外学習： 
Paricipants have to do home assignments given occasionally. 

８．その他： 
Partcipants need to get a copy of the textbook by Amazon, etc. before the class starts. 

 



 

 国際文化研究科 

 

コーパス言語学Ⅰ 

曜日・講時：後期 金曜日 ３講時 Ｍ４０５言語実験室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 岡田 毅 

科目ナンバリング：KIC-LIN612J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

An Introduction to Corpus Linguistics 
２．授業の目的と概要： 

The aim of the present course is to let the participants acquire the basic knowledge of the English corpus 
linguistics together with its history, which can be extended to the further individual corpus analysis of other 
natural languages, such as Japanese, Chinese, etc.  The students are also expected to become familiar with corpus 
building methods as well as corpus analysis and processing by using various types of software and web services. 

３．学習の到達目標： 
After finishing the present course the students are expected to be able to (1) use software or web services that 
are helpful for their own research in the field of linguistics, (2) compile original corpora that best suit for 
their research topics, (3) exchange their novel idea about the future of  the corpus linguistics, and (4)apply 
acquired knowledge not just to the field of pure linguistic research but also to the pedagogical field basically 
materialized as e-learning systems. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 Putting a heavy stress on the classroom interaction and discussion, the lecture will be given by blending 
actual face-to-face class session and out-of-class self learning.  We will take full advantage MOOC, especially 
FutureLearn, lectures and e-learning 
1. General introduction to corpus linguistics. 
2. The history of corpus linguistics and computer science. 
3. The class discussion on the basic methods of corpus linguistics, with reference to how the discipline developed. 
4. The discussion of the major approaches to the use of huge size of computer-readable data. 
5. The detailed schedule will be made clear within the previous four weeks and decided. 
6. Corpus annotation issues. 
7. Corpus and world Englishes. 
8. Corpus studies in the framework of digital humanities. 
9. Mid-semester student presentations based on individual short essays. 
10. Mid-semester student presentations based on individual short essays. 
11. Text mining and corpus linguistics. 
12. Corpus linguistics and its application to the language teaching (part 1). 
13. Corpus linguistics and its application to the language teaching (part 2). 
14. Semester-final student presentations and discussion. 
15. Semester-final student presentations and discussion. 
試験 A final, paper-based exam will be given at the very last week. 

５．成績評価方法： 
The grade is decided by considering the in-class discussion, short occasional essays and the score of the final 
exam. 

６．教科書および参考書： 
Tony McEnery and Andrew Hardie, {Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice} (Cambridge Textbooks in 
Linguistics), Cambridge University Press, 2011. 

７．授業時間外学習： 
We will take full advantage of the e-learning system including a robust language management system. 

８．その他： 
The detailed lecture plan and schedule will be announced in the first week.  Do not miss it. 
takeshi.okada.a8(at)tohoku.ac.jp 

 



 

 国際文化研究科 

 

外国語教育評価論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 志柿 光浩 

科目ナンバリング：KIC-LIN613J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

外国語教育における評価の基礎 
２．授業の目的と概要： 

外国語教育における評価とは何か、外国語学習の過程と成果をどう評価するか、外国語教師をどう評価するか、現在の外国語
教育学および外国語教育評価論の考え方を理解しながら、共に考えていきます。 

３．学習の到達目標： 
・教育とは何か、教師とは何をする者なのか、学術的な言葉で自分の考えを表現できるようになる。 
・外国語学習とは何か、外国語教師とは何をする者なのか、学術的な言葉で自分の考えを表現できるようになる。 
・外国語教育における評価とは何か、学術的な言葉で自分の考えを表現できるようになる。 
・外国語学習評価の基礎概念と方法の基本について、学術的な言葉で自分の考えを表現できるようになる。 
・外国語教師評価の基礎概念と方法の基本について、学術的な言葉で自分の考えを表現できるようになる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 以下に示す内容について、文献講読、文献内容要旨発表、討論、実習、レポート内容発表、レポート執筆などの活動を
通して学んでいきます。以下のそれぞれの項目が各１回の授業の内容に相当し、この順序で授業を進める予定です。ただし、
授業の実際の展開に即して内容や順序を変更していくことがあります。 
1. 教育とは何か (1) 導入 
2. 教育とは何か (2) 基本概念 
3. 外国語教育とは何か 
4. 外国語教師とは何をする者か 
5. 外国語教師評価に向けて 
6. 外国語教師評価の基本概念 
7. 外国語教師評価の方法 
8. 中間レポート発表 
9. 外国語学習評価の基礎 (1) 評価の種類 
10. 外国語学習評価の基礎 (2) 基本概念 
11. 外国語学習評価の方法 (1) 書く能力の評価 
12. 外国語学習評価の方法 (2) 話す能力の評価 
13. 外国語学習評価の方法 (3) 各言語の標準テスト 
14. 外国語教育評価実習発表 
15. 最終レポート発表 
試験 ‐ 

５．成績評価方法： 
各回の授業での指定文献の要旨発表 33% 
授業での討論への貢献 30% 
外国語教育実習レポート 12% 
中間レポート 10% 
最終レポート 15% 

６．教科書および参考書： 
1. Richards, J. C. (2010). "Competence and Performance in Language Teaching". RELC Journal, 41, 101-122.  
2. Hughes, Arthur. (2002). Testing for Language Teachers. 2nd ed. Cambridge University Press. ヒューズ、アーサ
ー著、静 哲人訳 (2003).『英語のテストはこう作る』研究社 

７．授業時間外学習： 
上記の授業活動の準備と課題への取り組みに週 4.5 時間以上の授業時間外学習が必要です。 

８．その他： 
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ＩＣＴ応用言語教育論Ⅰ 

曜日・講時：後期 金曜日 ４講時 ＣＡＬＬ教室 Ｍ３０５ 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 杉浦 謙介 

科目ナンバリング：KIC-LIN614J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

ICT 応用言語教育論 
２．授業の目的と概要： 

ICT を応用した言語教育の基本的方法を習得する。具体的には、教員がある技術について概説し、各学生がその技術を応用し
て教材を作成し、その教材について全員で意見交換するなかで、ICT を応用した言語教育の基本的方法を身につけていく。 

３．学習の到達目標： 
ICT を応用した言語教育の基本的方法を習得する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 教員がある技術について概説し、各学生がその技術を応用して教材を作成し、その教材について全員で意見交換するな
かで、ICT を応用した言語教育の基本的方法を身につけていく。 
 
講義日程・内容等については、授業 Web サイト(下欄)に掲載する。 
1. オリエンテーション 
2. ICT を応用した言語教育用教材の設計(1) 
3. ICT を応用した言語教育用教材の設計(2) 
4. PDF/HTML 教材の作成とリンクによる体系化・複層化(1) 
5. PDF/HTML 教材の作成とリンクによる体系化・複層化(2) 
6. MP3 音声ファイルの作成・編集(1) 
7. MP3 音声ファイルの作成・編集(2) 
8. ICT を応用したタスクの作成(1) 
9. ICT を応用したタスクの作成(2) 
10. スクリーンキャスティングと反転授業への応用(1) 
11. スクリーンキャスティングと反転授業への応用(2) 
12. WBT (Web Based Testing)の設計・作成(1) 
13. WBT (Web Based Testing)の設計・作成(2) 
14. WBT (Web Based Testing)の設計・作成(3) 
15. まとめ 
試験 実施しない。 

５．成績評価方法： 
作成教材（50%）とコメント（50%）によって評価する。 

６．教科書および参考書： 
資料は授業 Web サイト(下欄)に掲載する。 

７．授業時間外学習： 
教員が授業で概説する技術を応用して教材を作成する。 

８．その他： 
授業 Web サイト：http://www.high-edu.tohoku.ac.jp/~sugiura/ICTALT/  
 
オフィスアワー：随時（メールで日時調整） 
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対照言語学Ⅰ 

曜日・講時：後期 月曜日 ３講時 ５３１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 中村 渉 

科目ナンバリング：KIC-LIN615E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

Contrastive Linguistics Ⅱ 
２．授業の目的と概要： 

The aim of this class is to provide a basic knowledge of Role and Reference Grammar [RRG], a linguistic theory 
that serves as a foundation for contrastive and typological linguistics. 

３．学習の到達目標： 
The major goal of this class is to acquaint students with the basic knowledge of RRG including a syntactic 
structure of the clause, verbal semantics, grammatical relations, and information structure. 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The class consists of a brief survey of RRG, followed by students’ report on several chapters of the 
textbook. Students are required to read a (portion of) chapter assigned for each class BEFORE attending classes. 
1. Introduction 
2. A brief survey of Role and Reference Grammar 
3. Ch.3: The Structure of Sentences 
4. Ch.3: The Structure of Sentences 
Assignment 1 
5. Ch.4: The Structure of Meaning 
6. Ch.4: The Structure of Meaning 
Assignment 2 
7. Ch.5: Integrating Language Structure (Grammatical Relations and Voice Alternations) 
8. Ch.5: Integrating Language Structure (Grammatical Relations and Voice Alternations) 
9. Ch.6: The Structure of Phrases 
10. Ch.6: The Structure of Phrases 
11. Ch.7: Complex Structures 
12. Ch.7: Complex Structures 
Assignment 3 
13. Ch.8: Structure of Information (Information Structure) 
14. Ch.8: Structure of Information (Information Structure) 
15. Summary 
試験 The aim of this class is to provide a basic knowledge of Role and Reference Grammar [RRG], a linguistic 
theory that serves as a foundation for contrastive and typological linguistics. 

５．成績評価方法： 
Term paper: 40%, Inclass Reports: 40% (You cannot get credits if you are absent in more than one third of the 
classes) 
Assignments: 20% 

６．教科書および参考書： 
Emma L. Pavey 1997. The Structure of Language: An Introduction to Grammatical Analysis. Cambridge University 
Press. 

７．授業時間外学習： 
Students are required to read (a portion of) each chapter BEFORE class. 

８．その他： 
Students are required to give handouts to the other participants in class every time they report 
on the textbook. 
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言語データ解析論Ⅰ 

曜日・講時：後期 木曜日 ２講時 ５３１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 北原 良夫 

科目ナンバリング：KIC-LIN616J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

データ統計処理（１） 
２．授業の目的と概要： 

 データ処理には統計的な考え方や手法が欠かせないと思われる。時間をかけて計画を立て、実際に調査や実験などをおこな
い、苦労の末に得られた貴重なデータも、主観的な印象で漠然と分析するなどその処理を誤ってしまっては、説得力ある主張
をすることなどできるはずもない。 
 この授業では、統計の基本から始めてよく用いられる分析までの理論面及び実践面の両面について、紙媒体上及びコンピュ
ータ上での演習を交えながら学習する予定である。 

３．学習の到達目標： 
①統計の基本からよく用いられる分析までの理論的側面を身につけ、実際に運用する上での基礎を固めつつ応用力を育成す
る。 
②演習を通し、代表的な手法を用いて適切なデータ処理ができるようになる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要  プリント及びコンピュータを使っての演習を交えた形で、毎回講義を進めてゆく予定である。以下に示す毎回の予定
はおおよその目安であり、受講者の理解度などに応じて適宜調整する予定である。 
1. オリエンテーション、データの整理、代表値、散布度、相関（１） 
2. データの整理、代表値、散布度、相関（２） 
3. 統計調査といくつかの定理 
4. 確率変数と確率分布（１） 
5. 確率変数と確率分布（２） 
6. 統計的仮説検定（１） 
7. 統計的仮説検定（２） 
8. 統計的仮説検定（３） 
9. 統計的仮説検定（４） 
10. 統計的仮説検定（５） 
11. 統計的仮説検定（６） 
12. 推定 
13. コンピュータを使っての演習（１） 
14. コンピュータを使っての演習（２） 
15. コンピュータを使っての演習（３） 
試験 試験は課さない。学期末にレポートを提出してもらう予定である。 

５．成績評価方法： 
 授業の参加状況（出席、演習等）と学期末レポート（内容については教室で具体的に指示する）を総合して評価する。それ
ぞれ 50％程度の配点とする予定である。 

６．教科書および参考書： 
 教科書は使用しない予定である。必要に応じプリントなどを配付する。図書や論文などの参考資料については教室で適宜紹
介する。 

７．授業時間外学習： 
 毎回の授業で学習した内容について、改めて演習を行ったりしながら、復習をしっかりとしておくこと。 

８．その他： 
 オフィスアワーは特に設けないが、随時来室可（川北合同研究棟 2 階 207 号室）。不在の際には、こちら
から連絡がとれるよう、ドアのポストに連絡先などのメッセージを残しておいてください（留守番電話も設
置してあります）。また、メールですむような連絡や質問などについては、メールで連絡してください。 
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第二言語習得論Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 ワーナー ピーター ジョン 

科目ナンバリング：KIC-LIN617E，使用言語：英語  
１．授業題目： 

第二言語習得論Ⅰ / Second Language Acquisition 1 
２．授業の目的と概要： 

This course aims to introduce the baseline of original studies of Second Language Acquisition, the theoretical 
implications of those studies, and the consequences of Bilingualism.  The general findings indicate that 
Bilingualism in all three areas of immersion does not provide a deficit in learning any language. 

３．学習の到達目標： 
Upon completion of the course, the students will be able to: 
1) Understand and build upon past studies theoretical framework that still have some applications today 
2) Summarize and present on one chapter in class. 
3) Build a strong reference for any area of Second Language Acquisition research they may perform 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 The course schedule reviews the following areas in each chapter, 12 chapters 
1. Week 1  Introduction and Overview 
2. Week 2  Second Language Acquisition; The Critical Period Hypothesis; Where Are We Now? 
3. Week 3  Contexts of Acquisition; Effects of Formal Instruction and Naturalistic Exposure on Second Language 
Acquisition 
4. Week 4 Individual Differences in Second Language Acquisition 
5. Week 5 Second Language Acquisition and the Competition Model 
6. Week 6 How do Bilinguals Access Lexical Information? 
7. Week 7 Lexical and Conceptual Memory in the Bilingual 
8. Week 8 Language Production in Bilinguals 
9. Week 9  Processing Mixed Language" Issues, Findings, and Models 
10. Week 10 Bilingual Reading" It Components, Development, and Other Issues 
11. Week 11 The Consequences of Bilingualism for Cognitive Processing 
12. Week 12  Sign Language and Bilingualism: Modality Implications for Bilingual Language Representation 
13. Week 13  The Cognitive Neuropsychology of Bilingualism 
14. Week 14  A Framework for Exploring Mind-Brain Concepts 
15. Week 15  A Refresher Course:  Language, Hardware, and Hormones 
試験 This course is designed to provide a strong underst 

５．成績評価方法： 
Grades will be determined by participation and presentations (50%) and a writing assignment *50%(.  More details 
will be provided in the first class session. 

６．教科書および参考書： 
Textbook:  
Lawrence Earlbaum Associates, Publishers, (1997) Tutorials in Bilingualism:  Psychological Perspectives, Mahwah, 
New Jersey 

７．授業時間外学習： 
Students are required to prepare and review for each class.  In addition, they are expected to read all the 
chapters of the textbook and understand them well enough to discuss them. 

８．その他： 
Further information including the instructor's office hours and e-mail address will be provided 
at the course orientation.  More detailed information regarding contents of each lesson will be 
provided at the course orientation.  This schedule may be subject to change due to the professor's 
official duties, academic affairs, etc. 
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第二言語教授法Ⅰ 

曜日・講時：前期 水曜日 ２講時 ５３１講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 菅谷 奈津恵 

科目ナンバリング：KIC-LIN618J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

第二言語・外国語教授法 I 
２．授業の目的と概要： 

日本語教育を中心に、第二言語・外国語教授法の基礎を学ぶ。 
教員による解説、及び、授業観察やレポートのピアレスポンス等の実践的課題を交えながら講義を進める。 

３．学習の到達目標： 
１）学内外のリソースを把握し、第二言語・外国語教育に関する情報収集ができる。 
２）第二言語・外国語教授法に関する知識をもとに、自分なりの授業観を構築する。  
３）レポート課題への取り組みを通じ、ライティングの指導方法について理解する。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 授業進行予定の詳細は、第１回目のオリエンテーションで説明する。 
1. 授業オリエンテーション（授業計画と課題の説明） 
2. 日本語教育の概要 
3. 教室活動の例：ピアレスポンス 
4. 外国語教授法と日本語教育(1) 
5. 外国語教授法と日本語教育(2) 
6. 外国語教授法と日本語教育(3) 
7. 言語教師が知っておきたい SLA 入門(1) 
8. 言語教師が知っておきたい SLA 入門(2) 
9. 評価とコースデザイン(1) 
10. 評価とコースデザイン(2) 
11. 評価とコースデザイン(3) 
12. 教室活動の例 
13. 教室活動の例 
14. 教室活動の例 
15. まとめ 
試験 試験は実施しない。 

５．成績評価方法： 
小レポート 1：10％、小レポート 2：20％、期末レポート：40% 
提出物・授業参加度 30% 

６．教科書および参考書： 
参考書 
鮎澤孝子編（2014）『日本語教育実践』凡人社 
佐々木泰子編（2007）『ベーシック日本語教育』ひつじ書房 

７．授業時間外学習： 
授業時間外の課題の提出には ISTU を用いる。 

８．その他： 
配布資料には事前に目を通して授業に臨んでください。 
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神経言語学Ⅰ 

曜日・講時：前期 金曜日 ２講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 鄭 嫣婷 

科目ナンバリング：KIC-LIN619J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

神経言語学Ⅰ 
２．授業の目的と概要： 

様々な人間の高次機能を非侵襲的方法で測定できる脳科学の分野は、心理学や言語学などの学問分野と融合され、学際的研究
としての位置を確立しつつある。本講義では、最近の研究事例を参照しながら、文法、意味、音韻などの言語の要素の処理、
意思伝達のための言語コミュニケーションに関わる認知メカニズムや脳領域に関する神経言語学のこれまでの知見を理解す
ることを目的とする。さらに、神経言語学の基礎的研究方法を理解する。 

３．学習の到達目標： 
言語処理の基盤となる脳領域やこれらの脳領域がどのように言語習得に関与しているのかについて理解することができるよ
うになる。 

４．授業の内容・目的・方法： 
概要 これまでの先行研究を通して脳内の言語処理メカニズムと研究方法を理解する。 
1. 神経言語学導入 
2. 脳の構造と機能 
3. 言語と脳領域 
4. 言語研究のための脳機能測定装置 
5. 研究方法、実験計画法 
6. 音声処理 
7. 文字単語処理 
8. 統語と意味処理 
9. 言語と思考 
10. 言語コミュニケーション、ミラニューロンと言語 
11. バイリンガル言語処理 
12. 母語と第二言語の脳内の言語処理 
13. 言語学習と記憶 
14. 言語知識の種類（明示的・暗示的） 
15. 学生の実験プロポーザル発表と講義のまとめ 
試験 （レポート） 

５．成績評価方法： 
学生の発表（30%）とレポート（70%）、授業への貢献を総合的に判断して評価する。 

６．教科書および参考書： 
初回の授業で指定する。 

７．授業時間外学習： 
授業の前に案内する論文や内容をあらかじめ読んでおき、授業で議論する。 

８．その他： 
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応用言語研究総合演習Ａ 

曜日・講時：前期 月曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-LIN620J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

応用言語研究演習(A) 
２．授業の目的と概要： 

応用言語研究分野における研究、口頭発表、論文作成のための基礎的な知識と方法を習得する。 
３．学習の到達目標： 

応用言語研究分野において研究、口頭発表、論文作成するための基礎を身につける。 
４．授業の内容・目的・方法： 

概要 学生の研究テーマに応じて、個別的指導、集団的指導、各種発表会を適宜組み合わせて授業を進め、応用言語研究分野
における研究、口頭発表、論文作成のための基礎的な知識と方法の習得をめざす。 
1. オリエンテーション 
2. 応用言語研究分野における研究のための基礎的な知識と方法(1) 
3. 応用言語研究分野における研究のための基礎的な知識と方法(2) 
4. 応用言語研究分野における研究のための基礎的な知識と方法(3) 
5. 応用言語研究分野における研究のための基礎的な知識と方法(4) 
6. 応用言語研究分野における口頭発表のための基礎的な知識と方法(1) 
7. 応用言語研究分野における口頭発表のための基礎的な知識と方法(2) 
8. 応用言語研究分野における口頭発表のための基礎的な知識と方法(3) 
9. 応用言語研究分野における口頭発表のための基礎的な知識と方法(4) 
10. 応用言語研究分野における論文作成のための基礎的な知識と方法(1) 
11. 応用言語研究分野における論文作成のための基礎的な知識と方法(2) 
12. 応用言語研究分野における論文作成のための基礎的な知識と方法(3) 
13. 応用言語研究分野における論文作成のための基礎的な知識と方法(4) 
14. 応用言語研究分野における論文作成のための基礎的な知識と方法(5) 
15. まとめ 
試験 実施しない。 

５．成績評価方法： 
授業での発表や討議等によって総合的に判断する。 

６．教科書および参考書： 
必要に応じて指示する。 

７．授業時間外学習： 
授業で指示する。 

８．その他： 
 

 



 

 国際文化研究科 

 

応用言語研究総合演習Ｂ 

曜日・講時：後期 月曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数：2  

担当教員（所属）：応用言語研究講座 講座全教員 

科目ナンバリング：KIC-LIN620J，使用言語：日本語  
１．授業題目： 

応用言語研究演習(B) 
２．授業の目的と概要： 

応用言語研究分野における研究、口頭発表、論文作成のための知識と方法を習得する。 
３．学習の到達目標： 

応用言語研究分野において研究、口頭発表、論文作成するための力を身につける。 
４．授業の内容・目的・方法： 

概要 学生の研究テーマに応じて、個別的指導、集団的指導、各種発表会を適宜組み合わせて授業を進め、応用言語研究分野
における研究、口頭発表、論文作成のための知識と方法の習得をめざす。 
1. オリエンテーション 
2. 応用言語研究分野における研究のための知識と方法(1) 
3. 応用言語研究分野における研究のための知識と方法(2) 
4. 応用言語研究分野における研究のための知識と方法(3) 
5. 応用言語研究分野における研究のための知識と方法(4) 
6. 応用言語研究分野における口頭発表のための知識と方法(1) 
7. 応用言語研究分野における口頭発表のための知識と方法(2) 
8. 応用言語研究分野における口頭発表のための知識と方法(3) 
9. 応用言語研究分野における口頭発表のための知識と方法(4) 
10. 応用言語研究分野における論文作成のための知識と方法(1) 
11. 応用言語研究分野における論文作成のための知識と方法(2) 
12. 応用言語研究分野における論文作成のための知識と方法(3) 
13. 応用言語研究分野における論文作成のための知識と方法(4) 
14. 応用言語研究分野における論文作成のための知識と方法(5) 
15. まとめ 
試験 実施しない。 

５．成績評価方法： 
授業での発表や討議等によって総合的に判断する。 

６．教科書および参考書： 
必要に応じて指示する。 

７．授業時間外学習： 
授業で指示する。 

８．その他： 
 

 


