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 国際文化研究科 

 
言語科学概論（英語） 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ３講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＺＩＳＫ ＭＡＴＴＨＥＷ ＪＯＳ 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Introduction to Language Sciences (English) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
In this course, we will look at the fundamental fields of linguistics such as phonology, morphology, syntax, 
typology and sociolinguistics, while focusing on the Japanese language as a case study. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－ 
1. Week 1   Introduction to linguistics 
2. Week 2   Origins, affiliation and typology of the Japanese language 
3. Week 3   Phonology I Fundamentals 
4. Week 4   Phonology II: Phonotactics and accent 
5. Week 5   Morphology and syntax I: Parts of speech and word order 
6. Week 6   Morphology and syntax II: Verbal morphology 
7. Week 7   Orthography I: Writing systems of the world 
8. Week 8   Orthography II: Japanese writing 
9. Week 9   Lexicon and word formation I: Derivation, affixation and compounding 
10. Week 10  Lexicon and word formation II: Lexical realms in Japanese 
11. Week 11  Sociolinguistics I: Gender, age, social class and register 
12. Week 12  Sociolinguistics II: Honorifics and anti-honorifics in Japanese 
13. Week 13  Language contact I: Loanwords and borrowing 
14. Week 14  Language contact II: Dialect formation in Japanese 
15. Week 15  Language policy: The history of government language reform in Japan 
試験 The course is planned to proceed according to the schedule above; however, there may be adjustments made 
to the schedule to accommodate to students’ particular interests. In addition to practice questions given in 
class, students will be given homework assignments each week. There will be a take-home exam including a short 
report assigned at the end of the semester. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Grades will be calculated as follows: 
Class participation: 30% 
Homework assignments: 30% 
Final exam (take-home): 40% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Irwin, Mark & Zisk, Matthew. 2019. Japanese Linguistics. Tokyo: Asakura Publishing. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
異文化理解基礎論 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ３講時 川北キャンパスＡ３０３ 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：寺本 成彦 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
異文化理解の基礎と方法 （2020） 
Methodology and Fundamentals of Intercultural Understanding 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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は、各地域文化が共存・融合する一方で、激しい衝突を起こす社会的
現象が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おこなう。 
In the increasingly borderless international society of today, at the same time we observe the co-existence and 
amalgamation of different regional cultures, social phenomena which lead to violent conflicts are also evident. 
In this course, which will take place in omnibus format, we will attempt to provide a general and comprehensive 
overview of such phenomena. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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。 
The class will focus on intercultural understanding and will take place in omnibus format. 
1. ガイダンス 
Orientation 
2. 日本人なるアイデンティティの諸問題  ① 
Issues of Japanese Identity (1) 
3. 日本人なるアイデンティティの諸問題  ② 
Issues of Japanese Identity (2) 
4. 日本人なるアイデンティティの諸問題  ③ 
Issues of Japanese Identity (3) 
5. 日本人なるアイデンティティの諸問題  ④ 
Issues of Japanese Identity (4) 
6. ガイダンス 
Orientation 
7. 東アジアの海域交流 ① 
Exchanges in the East Asian Maritime Area (1) 
8. 東アジアの海域交流 ② 
Exchanges in the East Asian Maritime Area (2) 
9. 東アジアの海域交流 ③ 
Exchanges in the East Asian Maritime Area (3) 
10. 東アジアの海域交流 ④ 
Exchanges in the East Asian Maritime Area (4) 
11. ガイダンス 
Orientation 
12. 19世紀フランスにおける異文化（無）理解の構図―解剖学、パリ万国博覧会、『月世界旅行』 ① 
(Mis)Understanding Foreign Cultures in 19th-century France: Anatomy, Paris World Expositions, and "A Trip to the 
Moon" (1) 
13. 19世紀フランスにおける異文化（無）理解の構図―解剖学、パリ万国博覧会、『月世界旅行』 ② 
(Mis)Understanding Foreign Cultures in 19th-century France: Anatomy, Paris World Expositions, and "A Trip to the 
Moon" (2) 
14. 19世紀フランスにおける異文化（無）理解の構図―解剖学、パリ万国博覧会、『月世界旅行』 ③ 
(Mis)Understanding Foreign Cultures in 19th-century France: Anatomy, Paris World Expositions, and "A Trip to the 
Moon" (3) 
15. 19世紀フランスにおける異文化（無）理解の構図―解剖学、パリ万国博覧会、『月世界旅行』 ④ 
(Mis)Understanding Foreign Cultures in 19th-century France: Anatomy, Paris World Expositions, and "A Trip to the 
Moon" (4) 
試験 統一した試験は実施しない。 
No tests. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
各教員が課すレポートを総合的に判断する。 
Assessment will be based on reports assigned by each instructor. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
適宜、授業のなかで示す。 
Materials will be appointed in class by each instructor. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

特になし 
n.a. 



 

 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/Day/Period：後期 火曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：山内 玲 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
地域研究のためのフィールドワーク/ Area Studies Fieldwork 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
フィールドワークを実施する者は、フィールドワークで得られるべきデータがいかなる性格のものであるのかについてきち
んと理解していなければならない。またデータ入手のためのフィールドワークは倫理的に正しい方法で行われねばならない。
そこで本講義では、各自が研究を進める上でフィールドワークはそもそも何のために行うのか、またどんなデータを収集すべ
きかについて各自が考えるための手がかりを提供する。と同時に、そのフィールドワークを実施する上で理解しておくべき技
術的かつ倫理的な問題点について概観する。/ Anyone who carry out fieldwork should properly understand what kind of 
data are to be by his/ her research.  And he/ she should do fieldwork to get data in accordance with ethics and 
proper procedures.  In this class, instructors will give clues for considering for what purpose he/she should do 
fieldwork and what kind of data he/ she should collect.  Instructors will also give an overview of technical and 
ethical issues which researchers should understand in carrying out fieldwork. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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、
大河原、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/ Each instructor will have four lectures. In the first lecture, three instructors will give an orientation 
to the lecture in general.  From the second lecture, YAMAUCHI, OKAWARA and MYOKI will give lectures in turn, and 
they will review their lectures in the final lecture. Titles and outlines of each instructor are as follows: 
1. オリエンテーション/ Orientation 
2. 山内玲「文献資料検索の方法と実践 (1)：文献検索方法の概説」：本講義の目的は、フィールドワークの準備の一環とし
て、文献資料の検索方法について概観することである。/ YAMAUCHI Ryo ‘Methods and practice of literature research 
(1): An outline of methods of literature research’: The purpose of the lecture is to give an overview of the 
methods about research on reading materials as a preparation for fieldwork. 
3. 山内玲「文献資料検索の方法と実践 (2)：文献リストの作成」/ YAMAUCHI Ryo ‘Methods and practice of literature 
research (2): Making a booklist’ 
4. 山内玲「文献資料検索の方法と実践 (3)：文献リストに基づく検索方法の発表」/ YAMAUCHI Ryo ‘Methods and practice 
of literature research (3): Presentation about their own method of research based on their own booklist’ 
5. 山内玲「文献資料検索の方法と実践 (4)：文献リストのピアリビュー」/ YAMAUCHI Ryo ‘Methods and practice of 
literature research (4): Peer review’ 
6. 大河原知樹「都市社会をフィールドワークする（1）: 都市社会とは何かを考える」: 本講義では、都市社会をフィールド
ワークする方法を、主に歴史的な手法を用いて、さまざまな観点から考えます。/ OKAWARA Tomoki 'Doing Urban Fieldwork 
(1): Considering Urban Society': In my lecture, we will consider how to do urban fieldwork from various 
perspectives, mainly by using historical methodology. 
7. 大河原知樹「都市社会をフィールドワークする（2）: 都市図をとおして都市社会をみる」/ OKAWARA Tomoki 'Doing Urban 
Fieldwork (2): Looking Urban Society by Using City Maps' 
8. 大河原知樹「都市社会をフィールドワークする（3）: 都市社会を歩く、都市景観を観察する」/ OKAWARA Tomoki 'Doing 
Urban Fieldwork (3): Walking around Urban Society, Observing Urban Landscape' 
9. 大河原知樹「都市社会をフィールドワークする（4）: 都市社会のフィールドワーク計画を立案する」/ OKAWARA Tomoki ' 
Doing Urban Fieldwork (4): Arranging Urban Fieldwork Plan' 
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)：質的調査とは何か」/ MYOKI Shinobu ‘Basics of Social 
Research and a Practical Example of Fieldwork (1): What is Qualitative Research?’：本講義では、社会調査の基礎
（特に質的調査）を学ぶとともに、観光研究におけるフィールドワークの実践例を検討する。その上で、情報生産の技術を習
得し、発表をおこなう。/ The purpose of this lecture is to given an overview of social research (especially 
qualitative research) and examine a practical example of fieldwork in tourism studies.  Students will learn how 
to produce information, then make a presentation. 
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)：観光研究におけるフィールドワーク」/ MYOKI Shinobu 
‘Basics of Social Research and a Practical Example of Fieldwork (2): Fieldwork in Tourism Studies’ 
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)：情報を生産する技術―ＫＪ法」/ MYOKI Shinobu ‘Basics of 
Social Research and a Practical Example of Fieldwork (3): Methods for Producing Information: KJ Method’ 
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)：発表」/ MYOKI Shinobu ‘Basics of Social Research and a 
Practical Example of Fieldwork (4): Presentation’ 
14. 総括/ Review 
15. 予備日/ Alternative date 
試験 筆記試験は実施しない。レポートを提出する。/ Students are required to submit reports instead of paper test. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。/ Students are evaluated by class participations and reports.  Information about make-up reports, submission 
methods and deadlines will be announced by instructors at their lectures. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 



 

各教員が初回講義時に指示する。/ Instructors will announce textbook and references in their first lecture. 
７．授業時間外学習/Preparation and Review： 

2020 
８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
言語文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 ５３１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：江藤 裕之 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
Topics in the Theory of Language and Culture 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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 the history of linguistic theory. This course is conducted primarily in Japanese during 
discussions and presentations. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 The course schedule and assignments are as follows: 
1. Week 1  Course orientation 
2. Week 2 Introductory discussion 
  What is language? / What is culture? / What is linguistics? / What is science? 
3. Week 3 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (1) 
4. Week 4 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (2) 
5. Week 5 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (3) 
6. Week 6 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (4) 
7. Week 7 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (5) 
8. Week 8 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (6) 
9. Week 9 Reading and Discussion: Introduction to Language and Culture (7) 
10. Week 10 Reading and Discussion: Language, Thought, and Culture/Society (1) 
11. Week 11 Reading and Discussion: Language, Thought, and Culture/Society (2) 
12. Week 12 Participants’ presentation (1) 
13. Week 13 Participants’ presentation (2) 
14. Week 14 Participants’ presentation (3) 
15. Week 15 Participants’ presentation (4) 
試験 TBA 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Grade will be determined by participation in discussions (40%), presentation and/or assignment(s) tba (60%). 
More detailed information will be provided at the first class session. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Textbook: Claire Kramsch. (1998). Language and Culture. Oxford, UK: OUP 
References: tba 
*Reading materials and handouts will be distributed in the class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Further information, including the instructor’s office hours and e-mail address, will be provided 
at the course orientation. 



 

 国際文化研究科 

 
国際政治経済論 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ５講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：池田 亮 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際政治経済論 
 
International Politics and Economics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 第二次世界大戦後、経済活動の与件としての「カネ」「ヒト」「モノ」の流動性が一層激しくなってきており、経済のグロー
バル化が急速に進んでいる。このグローバリゼーションの進む中、大きな変貌を遂げている国際経済に関して、学問的にさま
ざまな視点－例えば、世界システム論、国際レジューム論、相互依存論等－から捉えられている。この講義において、国間の
経済発展段階の相違、国際機構の在り方、国間の経済関係などの諸事象に関する諸説の考え方、分析手法、到達点と問題点に
ついての解説を行う。この講義を通して、現代国際社会の複雑で多様な現実問題を解き明かすための先端的な知識と分析手法
を理解する。  
 
Since the end of WWII, economic globalization has been progressing with the rapid rise of the mobility of 'money', 
'human beings' and 'goods'. This process has increasingly affected international relations, and interactions 
between politics and economics are being accelerated as a result. This class will provide students with three 
analytical frameworks in order to understand these phenomena: International History, International Relations and 
International Economics. Students are requested to cultivate capacities to analyze contemporary political and 
economic affairs and thereby to demonstrate to the society the perspectives and analytical methods with which to 
resolve accumulating problems in the contemporary world. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 ３人の教員により、オムニバス形式で開講する。 
 
The class will be conducted in an omnibus form by three instructors. 
1. 国際政治史 -- イントロダクション、歴史的事実 
 
International History: Introduction,  Historical Facts 
2. 国際政治史 -- 社会と個人 
 
International History: Society and the Individual 
3. 国際政治史 -- 科学と道徳 
 
International History: Science and Morality 
4. 国際政治史 -- 歴史における因果関係 
 
International History: Causation in History 
5. 国際政治史 -- 進歩としての歴史、総括 
 
International History: History as Progress, Summing Up 
6. 国際関係論 -- イントロダクション 
 
International Relations: Introduction 
7. 国際関係論 -- 基礎概念 
 
International Relations: Basic Concepts 
8. 国際関係論 -- 分析アプローチ 
 
International Relations: Analytical Approaches 
9. 国際関係論 -- 理論的思考 
 
International Relations: Theoretical Thinking 
10. 国際関係論 -- 対立する理論 
 
International Relations: Contending Theories 
11. 国際経済学 -- 選択と需要：消費者理論 
 
International Economics: Choice and Demand: Consumer theory 
12. 国際経済学 -- 選択と需要：不確実性とゲーム理論 
 
International Economics: Choice and Demand: Uncertainty and Game theory 



 

13. 国際経済学 -- 生産と供給：生産者理論 
 
International Economics: Production and Supply: Producer theory 
14. 国際経済学 -- 部分均衡分析 
 
International Economics: Partial Equilibrium Model 
15. 国際経済学 -- 一般均衡分析 
 
International Economics: General Equilibrium Model 
試験 期末レポート 
 
Students are requested to submit term papers. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加と期末レポートによる。詳細は授業中に通知する。 
 
Class participation and the term paper. Details are to be announced in class. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要に応じて授業中に指示する。国際政治史に関しては、E. H. Carr, What is History (Cambridge University Press, 1961) 
を教科書とする。 
 
Suggestions will be made on referenced materials where necessary. For the part of International History, students 
are requested to read E. H. Carr, What is History? (Cambridge University Press, 1961). 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
質問があれば、以下に連絡をお願いします。 
Eメール： ryo.ikeda.d2@tohoku.ac.jp 
 
If you have any questions, contact on the following account. 
Email address: ryo.ikeda.d2@tohoku.ac.jp 



 

 国際文化研究科 

 
共生社会論 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：坂巻 康司 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
「境界を越える、他者と出会う」（3）－異文化との邂逅・接触にともなう民族文化的諸問題と内的葛藤の諸相－ 
Transgressing the border, encountering the other (3): ethnocultural issues and internal conflicts in cross-
ethnic/cross-cultural contact 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本授業科目は、問題設定や問題解決の方法における学際性をより前面に出し、多様な事例を踏まえた講義を展開することで、
学際研究とその方法に関する基礎知識を涵養する場とするものである。異なる言語的・社会的・宗教的バックグラウンドを有
する個人や集団が、他者の存在を認知・尊重し、友好的な関係を築き、あるいは互いに干渉または加害することなしに共存す
る様態や原理・論理を探究するとともに、個人やエスニック集団の対立の心理や民族問題惹起の要因を考察するものである。 
From multicultural and interdisciplinary perspectives, this course deals with psychological, cultural, social, 
and religious phenomena relating to individuals and groups occasionally with different ethnocultural backgrounds 
and identities. This series of lectures not only theoretically provides the cause or backdrop of cultural discord 
or conflict issues in general underlying social relationships of individuals and groups, but also attempts to 
find a clue to the solution of such problems on a case by case basis. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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、4名の教員が各テーマに沿ってオムニバス形式
で授業を展開し総括する。 
After the orientation of this course being properly introduced, four instructors take turns in charge of subsequent 
lectures. Video materials and/or feature films are employed appropriately in due course. 
1. オリエンテーション（佐藤透、坂巻康司、藤田恭子、佐藤雪野） 
Course orientation by Toru Sato, Koji Sakamaki, Kyoko Fujita & Yukino Sato 
2. 民族問題の理論と心理（１）（佐藤透） 
Theories and mentalities of ethinic problems (1), by T. Sato 
3. 民族問題の理論と心理（２）（佐藤透） 
Theories and mentalities of ethinic problems (2), by T. Sato 
4. 民族問題の理論と心理（３）（佐藤透） 
Theories and mentalities of ethinic problems (3), by T. Sato 
5. 映像に見る越境者の姿（１）（坂巻康司） 
lmages of  border crossers in several films (1), by K. Sakamaki 
6. 映像に見る越境者の姿（２）（坂巻康司） 
lmages of  border crossers in several films (2), by K. Sakamaki 
7. 映像に見る越境者の姿（３）（坂巻康司） 
lmages of border crossers in several films (3), by K. Sakamaki 
8. 映像に見る越境者の姿（４）（藤田恭子） 
lmages of border crossers in several films (4), by K. Fujita 
9. 映像に見る越境者の姿（５）（藤田恭子） 
lmages of border crossers in several films (5), by K. Fujita 
10. 映像に見る越境者の姿（６）（藤田恭子） 
lmages of border crossers in several films (6), by K. Fujita 
11. 映像に見る越境者の姿（７）（佐藤雪野） 
lmages of border crossers in several films (7), by Y. Sato 
12. 映像に見る越境者の姿（８）（佐藤雪野） 
lmages of border crossers in several films (8), by Y. Sato 
13. 映像に見る越境者の姿（９）（佐藤雪野） 
lmages of border crossers in several films (9), by Y. Sato 
14. 総括（１） 
Concluding session (1) 
15. 総括（２） 
Concluding session (2) 
試験 試験はおこなわない。 
No term exam is conducted. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
Evaluation is performed comprehensively based on a submitted paper and participation in discussion, etc. 
The Allotment: 
A term paper 60% 
Attendance and participation 40%. 



 

 
なお、レポート作成に当たっては、インターネット記事やウェブ上のデータなどをコピー（複写・複製）し、そのコピーした
ものをレポート内にペースト（転写・貼付）するなどの行為を禁止する。発覚した場合は不正行為として厳正に対処するので
留意すること。 
Copying and pasting of passages or data from web sites massively without any reference are strictly prohibited 
in composing the term paper. In case an unfair act is detected, strict measures are to be taken. 

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

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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。 
連絡先は以下のとおり。 
Individual counseling can also be given. Contact the instructor by email in advance. 
toru.sato.c6@tohoku.ac.jp 
koji.sakamaki.a8@tohoku.ac.jp 
kyoko.fujita.e5@tohoku.ac.jp 
yukino.sato.b3@tohoku.ac.jp 



 

 国際文化研究科 

 
言語科学概論（日本語） 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ６講時 川北キャンパスＡ２０３ 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：江藤 裕之 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
言語科学概論 Introduction to Language Sciences 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
This course will provide participating students with foundational principles of theoretical and applied 
linguistics. 
It will also cover basic knowledge necessary for preparing their master’s thesis from a broad perspective. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 言語科学の基礎と応用について概説する。 
We will overview a wide range of theoretical and applied language sciences. 
1. オリエンテーション Course introduction（江藤裕之） 
2. 言語学の根本問題 Primary issues in the study of language（江藤裕之） 
3. 科学的アプローチと思弁的アプローチ Scientific vs. speculative approach（江藤裕之） 
4. 言語学の発展 1  Origin and development of linguistics 1（江藤裕之） 
5. 言語学の発展 2  Origin and development of linguistics 2（江藤裕之） 
6. 言語学の発展 3  Origin and development of linguistics 3（江藤裕之） 
7. 言語学の構成と隣接諸領域 Structure of linguistics and its neighboring disciplines（江藤裕之） 
8. 2～8回の総括と試験 Summary and midterm examination（江藤裕之） 
9. 第二言語習得研究概論 Introduction to second language acquisition (SLA) (鄭 嫣婷) 
10. 第二言語習得研究の方法 Methodology of SLA research (鄭 嫣婷) 
11. 第二言語習得研究の事例 Case studies of SLA research (鄭 嫣婷) 
12. 言語教育とはどのような営みか What is language education?（志柿光浩） 
13. 言語教師に求められる資質 Qualifications as a language teacher（志柿光浩） 
14. 言語教育と評価 Language education and assessment（志柿光浩） 
15. まとめ Wrap up（志柿光浩） 
試験 各教員から指示する。 
TBA 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
3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。 
In-class participation in discussions (50%) 
Submission of assignments or tests (50%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要に応じて指示する。 
TBA 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
各教員の連絡先は授業中に伝える。 
Office hours & Contact information: TBA. 



 

 国際文化研究科 

 
ヨーロッパ政治社会論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：野村 啓介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
Considérations historiques sur les pouvoirs locaux et sur les problèmes viti-vinicoles dans la France 
contemporaine / Historical Considerations on Local Powers and Issues of Winemaking in Post-Revolutionary France 
/ 近代フランスにおける地域権力とワインに関する史的考察 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 Quand on étudie l'évolution politique de la France contemporaine, il est extrêmement important de mieux 
comprendre les conditions de la société locale, ainsi que leurs rôles historiques par rapport au pouvoir central 
de l'État, libérés de la vision historique biaisée du « Paris-centrisme » (centrée sur la capitale). Pour une 
partie de l'étude, ce cours traitera des problèmes relatifs aux relations politiques entre le pouvoir central - 
l'État et la communauté locale, observées dans la France contemporaine, en se concentrant sur le pouvoir local 
et les intérêts viti-vinicoles dans quelques régions productrices de vin. 
 In exploring the political evolution of Post-Revolutionary France, it is extremely important to more 
appropriately understand conditions of local society and their historical roles in relation to the "central 
power", freed from a "Paris-centred historical perspective". As part of the study, this course will address 
issues related to the political relationship between the central power of the State and local communities observed 
in Post-Revolutionary France, focusing on the local powers and wine interests in some wine-producing regions. 
 近代フランスの政治史的展開を考察するうえで、「パリ中心史観」から脱却し、「中央」の動向との関連において地域社会（ロ
ーカルレベル）のありようや歴史的役割をより的確に把握することはきわめて重要である。その一環として本授業は、さしあ
たり革命後フランスにおけるワイン産地の地域権力および同地のワイン業利害に注目し、国家（中央政治）と地域社会の関係
性をめぐる諸問題について考察する。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要  Dans ce cours, les étudiants envisageront les problèmes importants autour du vin durant la période post-
révolutionnaire, lesquels constitueraient une préhistoire législative de l'AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) 
de 1935, examinant de façon comparative, entre autres, les régions du Bordelais, de Bourgogne et de Champagne. 
 In this course, students will consider important wine issues of the post-revolutionary period that would have 
formed a prehistory of the AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) law of 1935, observing above all comparatively 
the Bordeaux, Bourgogne (Burgundy) and Champagne regions."  
 本講義では，1935年に成立した AOC（原産地統制呼称）法の前史をなす近代フランスのワインをめぐる主要な諸問題を，と
りわけボルドー・ブルゴーニュ・シャンパーニュの比較にたって考察する。 
1. Introduction : nature de la science historique / Introduction : On Characteristics of the Historical Science 
/ ガイダンス：歴史学の学問的性格について 
2. Vue d'ensemble de l'histoire de la France contemporaine / Overview of the History of Post-Revolutionary France: 
Historiography of the Central-Local Relationship / 近代フランス史研究概論：中央と地方の関係に関する研究史 
3. Historiographie du Second Empire français : entre « Réaction » et « Innovation » / Historiography of the 
French Second Empire : Between "Réaction (Reaction)" and "Innovation (Progress)" / フランス第二帝制史の研究史：
反動と革新のあいだ 
4. Connaissances fondamentales de l'histoire du vin (1) : processus de fabrication du vin / Basic Knowledge of 
the Wine History (1) : Wine-Making Process / ワイン史のための基礎知識（１）：ワインづくり 
5. Connaissances fondamentales de l'histoire du vin (2) : les intérêts viti-vinicoles et les négociants / Basic 
Knowledge of the Wine History (2) : Wine Interests and "Négociants" (Merchants) / ワイン史のための基礎知識（２）：
ワイン業利害と商人 
6. La vinification dans le Bordelais / Winemaking in the Bordelais (Bordeaux Region) / ボルドー地方のワインづく
り 
7. La vinification en Bourgogne et en Champagne / Winemaking in the Bourgogne and Champagne Regions / ブルゴー
ニュ・シャンパーニュ両地方のワインづくり 
8. La naissance des grands crus (1) : évolution historique du concept de « cru » / Birth of the Grands Crus (1) : 
Historical Evolution of the Concept of "Cru" / グランクリュの出現（１）：「クリュ」概念の史的展開 
9. La naissance des grands crus (2) : classification des vins bordelais en 1855 / Birth of the Grands Crus (2) : 
Establishment of the Bordeaux Wine's 1855 Classification / グランクリュの出現（２）：ボルドーワイン 1855年格付の
成立 
10. La naissance des grands crus (3) : exemples du Bourgogne et du Champagne / Birth of the Grands Crus (3) : 
Examples of Bourgogne and Champagne / グランクリュの出現（３）：ブルゴーニュとシャンパーニュ 
11. Le chemin de la loi de l'AOC (1) : les critiques envers le vin du commerce, i.e. des « vins artificiels » / 
Road to the AOC Law (1) : Critics against Merchants' Wines, i.e. "Vins artificiels" / AOC 法成立史（１）：商人ワ
イン（「人工ワイン」）への批判 
12. Le chemin de la loi de l'AOC (2) : les débats législatifs autour de la définition du « vin » / Road to the 
AOC Law (2) : Legal Controversy surrounding the Definition of "Wine" / AOC法成立史（２）：「ワイン」定義をめぐる
法的論議 
13. Le chemin de la loi de l'AOC (3) : l'émergence des concepts d'« aire de production » et d'« origine » / Road 



 

to the AOC Law (3) : Emergence of the Concepts of "Aire de production" (Producing Area) and of "Origine" (Origin) 
/ AOC法成立史（３）：「生産圏」概念と「原産地」概念 
14. Révisions (1) : les rôles historiques des localités viti-vinicoles dans la France contemporaine / Review 
(1) : On the Historical Roles of Local Wine-Producing Regions in Post-Revolutionary France / 総括（１）：ワイン産
地からみた近代フランス史における地域の位置づけ 
15. Révisions (2) : le poids historique des principes législatifs inhérents à la loi de l'AOC / Review (2) : 
Historical Significance of Legislative Principles Embodied in the AOC Law / 総括（２）：AOC法思想の歴史的意味 
試験 La dissertation trimestrielle / The term paper / 期末レポート 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
 Il est établi que l'évaluation de notes sera fondée sur la participation en classe et les devoirs accomplis 
(60%), ainsi que sur la dissertation trimestrielle (40%). / Evaluation is determined comprehensively based on 
class participation, completed assignments (60%) and the term paper (40%). / 授業への参加と課題遂行（60％）、およ
び期末レポート（40％）により総合的に評価する。 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
野村啓介『ヨーロッパワイン文化史』東北大学出版会（2019年）。 
  Les autres instruments de travail et polycopiés seront distribués dans la classe. / Other reading materials 
and handouts will be distributed in the class. / その他の講義資料は授業において配布する。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
 Ce cours s'appuiera essentiellement sur des exposés et des lectures de références. Il est 
souhaitable que les étudiants puissent maîtriser la langue française à un niveau élémentaire au 
minimum. Cependant, avoir un réel désir d'apprendre le français peut être suffisant. / This 
course will be based on giving lectures and reading the references. It is desirable that students 
have some elementary French proficiency; however, a strong desire to learn French is sufficient. 
/ 授業の基本形態は，講義と資料読解による。基礎的フランス語力をもつことが望ましいが，フランス語学
習に意欲をもつ者はこのかぎりでない。 



 

 国際文化研究科 

 
言語表象論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 火曜日 ５講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐藤 研一 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
モーツァルト作オペラ『魔笛』を読む (その２)/Mozarts’ The Magic Flute in the Age of Enlightenment (2) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 モーツァルト（1756-91）の『魔笛』Die Zauberflöte（初演 1791）は、シカネーダー（1751-1812）の台本と相まって、魅
惑的な世界を繰り広げる。なるほど一見、人物像が混乱していたり、茶番劇やバロックオペラ等の継ぎはぎ細工にみえたりも
しよう。しかし実は、道化から高僧に至るまで、モーツァルトの自由な人間性を歌う晴れやかな音楽と共鳴するように、人間
が、生き生きと人間らしく描かれている。本講義は、「啓蒙の世紀」という歴史的文脈を踏まえながら、『魔笛』に映し出され
た豊饒な人間像、およびその時代について考える。なお、適宜、DVDによるオペラ鑑賞を交えて、その芸術性も味わいたい。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 モーツァルトは、近世絶対主義社会から近代市民社会への転形期を生きながら、諸々の音楽や文学の伝統を咀嚼して、
独自の芸術的創造を遂げた。この点を見定めて、昨年の『魔笛』第一幕に引き続き、今年は第二幕を演習形式の下で読み味わ
い、かつまた考える。 
1. 第 1回 モーツアルトのドイツ語オペラについて 
2. 第２回 第二幕 第 1 場、第 2 場 
3. 第３回 第二幕 第 3場、第 4 場 
4. 第４回 第二幕 第 5 場、第 6 場 
5. 第５回 第二幕 第 7 場、第 8 場 
6. 第６回 第二幕 第 9 場、第 10、第 11 場 
7. 第７回 第二幕 第 12 場、第 13 場、第 14 場 
8. 第８回 第二幕 第 15 場、第 16 場、第 17 場 
9. 第９回 第二幕 第 18 場、第 19 場 
10. 第 10回 第二幕 第 20 場、第 21場、第 22場 
11. 第 11回 第二幕 第 23 場、第 24場 
12. 第 12回 第二幕 第 25 場、第 26場 
13. 第 13回 第二幕 第 27場、第 28場 
14. 第 14回 第二幕 第 29場、第 30場 
15. 第 15回 総括および討論  試験なし 
試験 －－ 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
教科書 W.A. Mozart: Die Zauberflöte (Stuttgart: Reclam, 2002.）はプリントにて配布する。 
参考書・Rolf Fath: Reclams Mozart-Opernführer. Stuttgart: Reclam, 2003. ・坂井栄八郎 『ゲーテとその時代』 朝日
選書、1996年。・吉田秀和『モーツァルト』講談社学術文庫、1990年。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
特になし 



 

 国際文化研究科 

 
言語芸術論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 水曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：小林 文生 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
自分自身を読む——プルーストの文学 
Reading Oneself —Literature of Proust 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
２０世紀最大の作家マルセル・プルースト（Marcel Proust, 1871-1922）の作品『失われた時を求めて』（A la recherche du 
temps perdu）から、8つのテーマに呼応する抜粋を精読、分析し、プルーストの文学世界を考察する。同時に、それらのテー
マに関連する主要な先行研究を概観し、また必要に応じて他の箇所や、さらに他の作家の作品にも言及することによって、文
学研究の方法がどのように変遷したのかを提示する。それらを踏まえた上で、プルーストの言う「自分自身を読む」ことが、
言語芸術としての文学の本質とどのように関わるのかを受講生とともに考える。なお、フランス語を読めることが望ましい
が、フランス語未習者も履修可とする。 
 
We will read and analyze the passages extracted from Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu, which lead 
us to consider eight themes. Through this examination, we will see how Proust innovated the literature and the 
methodology of the study of literature, and we will also consider about the meaning of the “reading oneself”. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－ 
1. 第１回  プルーストの生涯と『失われた時を求めて』の概観。 
1: Chronology of Proust and general view of A la recherche du temps perdu. 
2. 第２回、第３回 テクストの精読を通して、「時間」のテーマを考察する。 
2 & 3: Reading of Text and examination of the theme: Time. 
3. 第２回、第３回 テクストの精読を通して、「時間」のテーマを考察する。 
2 & 3: Reading of Text and examination of the theme: Time. 
4. 第４回  テクストの精読を通して、「登場人物」のテーマを考察する。 
4: Reading of Text and examination of the theme: Characters. 
5. 第５回  テクストの精読を通して、「社交界」のテーマを考察する。 
5: Reading of Text and examination of the theme: Society. 
6. 第６回、第７回  テクストの精読を通して、「愛」のテーマを考察する。 
6 & 7: Reading of Text and examination of the theme: Love. 
7. 第６回、第７回  テクストの精読を通して、「愛」のテーマを考察する。 
6 & 7: Reading of Text and examination of the theme: Love. 
8. 第８回、第９回  テクストの精読を通して、「想像界」のテーマを考察する。 
8 & 9: Reading of Text and examination of the theme: Imaginary. 
9. 第８回、第９回  テクストの精読を通して、「想像界」のテーマを考察する。 
8 & 9: Reading of Text and examination of the theme: Imaginary. 
10. 第 10回、第 11回  テクストの精読を通して、「場所」のテーマを考察する。 
10 & 11: Reading of Text and examination of the theme: Places. 
11. 第 10回、第 11回  テクストの精読を通して、「場所」のテーマを考察する。 
10 & 11: Reading of Text and examination of the theme: Places. 
12. 第 12回、第 13回  テクストの精読を通して、「プルーストと哲学」のテーマを考察する。 
12 & 13: Reading of Text and examination of the theme: Proust and philosophy. 
13. 第 12回、第 13回  テクストの精読を通して、「プルーストと哲学」のテーマを考察する。 
12 & 13: Reading of Text and examination of the theme: Proust and philosophy. 
14. 第 14回、第 15回  テクストの精読を通して、「プルーストと芸術」のテーマを考察する。 
14 & 15: Reading of Text and examination of the theme: Proust and Arts. 
15. 第 14回、第 15回  テクストの精読を通して、「プルーストと芸術」のテーマを考察する。 
14 & 15: Reading of Text and examination of the theme: Proust and Arts. 
試験 小レポート、および学期末のレポートにより評価する。 
Examination: Papers on the appointed themes. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
小レポート、および学期末のレポートにより評価する。 
Examination: Papers on the appointed themes. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
・精読テクスト：Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, [1913-1927], édition publiée sous la direction de 
Jean-Yves Tadié, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 4 volumes, 1987-1989. 
・『失われた時を求めて』のテクスト抜粋（フランス語原文および日本語訳）はプリントを配付する。 
・主要参考書：Laura El Makki et al., Un été avec Proust, Éditions des Équateurs / France Inter, 2014. （邦訳：
『プルーストと過ごす夏』國分俊宏訳、光文社、2017年。） 
・その他のマルセル・プルースト研究、および関連テーマについての参考書は講義時に提示する。 
 



 

 
- Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, [1913-1927], édition publiée sous la direction de Jean-Yves 
Tadié, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 4 volumes, 1987-1989. 
- Laura El Makki et al., Un été avec Proust, Éditions des Équateurs / France Inter, 2014. 
- Detail of references will be shown in the class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
メールアドレス（小林文生）：fumio.kobayashi.d6@tohoku.ac.jp 



 

 国際文化研究科 

 
表象文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：寺本 成彦 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
映画史と文学作品翻案映画（4）1923－1929 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
第一次世界大戦終直後の 1920年代中盤から、トーキー映画全盛前夜の 1920年代末までの映画史の流れを検討する。D・W・グ
リフィスが映像によって物語る方法を完成した後、映画がいかなる独自の表現様式を模索していったのかを理解する。音声に
よる表現がもたらされる前の、動く映像だけで物語る芸術として確立していった映画の撮影技法および編集技法について学
ぶ。さらに、映画芸術の進展に伴いながら製作されてきた文学作品の翻案映画も検討し、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。  
 
Review of the history of the movie between the middle and the end of 1920s. After D. W. Griffith accomplished 
the main narrative methods of the movie, his follower film makers continue to seek particular ways of expression 
of the Seventh Art. We will check out the shooting techniques and the editing techniques observed in some 
essential films produced between 1923 and 1928. In addition, we will study some aspects of the adaptation of the 
literary works into the films, focusing on the era mentioned above. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 時代を追って通時的に映画の進展を跡付ける。主要な流派および映画作家に焦点を当て、講義中に代表的な映画作品の
抜粋を上映しながら、理論的な考察を進めていく。 
We will check diachronically the development of the art of cinema. Focusing on principal schools and film makers, 
we intend to reexamine their important aspects in the theoretical way. 
1. ガイダンスとイントロダクション～映画の物語るテクニックはいかにＤ・Ｗ・グリフィスにまで至ったか（1895-1919） 
Guidance and introduction : How did the narrative techniques of cinema develop to be accomplished by D. W. 
Griffith? （1895-1919） 
2. アベル・ガンス『鉄路の白薔薇』（1923）（1） 
Abel Gance, The Wheel, 1923 (1) 
3. アベル・ガンス『鉄路の白薔薇』（1923）（2） 
Abel Gance, The Wheel, 1923 (2) 
4. エリーリッヒ・フォン・シュトロハイム『グリード』（1924）(1) 
Erich von Stroheim, Greed, 1924 (1) 
5. エリーリッヒ・フォン・シュトロハイム『グリード』（1924）(2) 
Erich von Stroheim, Greed, 1924 (2) 
6. フリッツ・ラング『メトロポリス』（1926）(1) 
Fritz Lang, Metropolis, 1926 (1) 
7. フリッツ・ラング『メトロポリス』（1926）(2) 
Fritz Lang, Metropolis, 1926 (2) 
8. F・W・ムルナウ『サンライズ』(1927)(1) 
F.W. Murnau, Sunrise, 1927 (1) 
9. F・W・ムルナウ『サンライズ』(1927)(2) 
F.W. Murnau, Sunrise, 1927 (2) 
10. カール・Th・ドライヤー『裁かるゝジャンヌ』（1927）(1) 
Carl Th.Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc, 1927 (1) 
11. カール・Th・ドライヤー『裁かるゝジャンヌ』（1927）(2) 
Carl Th.Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc, 1927 (2) 
12. セルゲイ・M・エイゼンシュテイン、グレゴリー・アレクサンドロフ『十月』（1928）(1) 
Sergei M. Eisenstein, Gregory Alexandrov, October, 1927 (1) 
13. セルゲイ・M・エイゼンシュテイン、グレゴリー・アレクサンドロフ『十月』（1928）(2) 
Sergei M. Eisenstein, Gregory Alexandrov, October, 1927 (2) 
14. ジャン・エプステン『アッシャー家の末裔』（1928）（1） 
Jean Epstein, La Chute de la Maison Usher, 1928, (1) 
15. ジャン・エプステン『アッシャー家の末裔』（1928）（2） 
Jean Epstein, La Chute de la Maison Usher, 1928, (2) 
 
結論 
Conclusion 
試験 実施しない。 
 
No examination. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
  



 

To obtain the result, three elements are required : regular attendance, participation to the argument, report 
submitted by the student at the end of the semester. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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． 
- 村上匡一郎 （編），『映画史を学ぶクリティカルワーズ』，フィルムアート社，2003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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
アメリカ政治社会論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：小原 豊志 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アメリカ合衆国史におけるポピュリズムと反知性主義 Populism and Anti-intellectualism in U.S. History 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義は、アメリカ合衆国における反知性主義の起源と展開を解明することにより、現代に連なるアメリカ型ポピュリズムの
歴史的特質を把握することを目的とする。 
The main purpose of this course is to grasp the historical features of American populism by clarifying the 
origins and development of anti-intellectualism. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 アメリカにおける反知性主義を扱った文献の精読と議論を行なう。 
Classes will consist of careful reading and discussion on the secondary materials. 
1. オリエンテーション 
Course orientation 
2. ポピュリズムとは何か 
Introductory Lecture: What is populism? 
3. テキストの精読と議論（1) 
Text readings and discussion:(1) 
4. テキストの精読と議論（2） 
Text readings and discussion:(2) 
5. テキストの精読と議論（3） 
Text readings and discussion:(3) 
6. テキストの精読と議論（4） 
Text readings and discussion:(4) 
7. テキストの精読と議論（5） 
Text readings and discussion:(5) 
8. テキストの精読と議論（6） 
Text readings and discussion:(6) 
9. テキストの精読と議論（7） 
Text readings and discussion:(7) 
10. テキストの精読と議論（8） 
Text readings and discussion:(8) 
11. テキストの精読と議論（9） 
Text readings and discussion:(9) 
12. テキストの精読と議論（10） 
Text readings and discussion:(10) 
13. テキストの精読と議論（11) 
Text readings and discussion:(11) 
14. テキストの精読と議論（12） 
Text readings and discussion:(12) 
15. 総括 
Summary of the class 
試験 筆記試験は実施しない。 
No paper test will be held. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加度を 40％、期末レポートを 60％に換算して評価する。 
Assessment will be based on class participation (40%) and one final take-home essay (60%). 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
授業で扱う文献は担当者が事前に配付する。 
Texts will be provided by the instructor. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
ラテンアメリカ社会文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：吉田 栄人 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
ラテンアメリカ先住民文学/Latin American Indigenous Literature 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
文学作品にはそれを書いた人の思想（哲学や世界観、ライフスタイルを含む）とその人が生きた時代の社会的文化的状況が必
ず刻印されます。そうした個人や社会、あるいは時代による制約をローカルと呼びましょう。本講義ではラテンアメリカの先
住民文学に現れたそうしたローカルなものを読み解いていきたいと思います。/ 
Literary works reflect their autors' thoughts (including philosophy, world view, and lifestyle) and the 
sociocultural circumstances in which they live or they are embedded. We may call those sociocultural and historical 
situations local constrants. In this class we try to understand how the localness is inscribed in Latin American 
indigenous literature. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 各回のテーマである作品のテキスト（日本語訳）の一部を読みながら、その作品が書かれた社会的背景について一緒に
考えていく。 
1. ラテンアメリカ先住民文学概論/ 
Introduction to the Latin American indigenous literature 
2. 先住民の口承文学(1) / 
Oral literature of the indigenous people (1) 
3. 先住民の口承文学(2) / 
Oral literature of the indigenous people (2) 
4. 白人文学による先住民表象(1) / 
Representation of the indigenous people by literary canon (1) 
5. 白人文学による先住民表象(2) / 
Representation of the indigenous people by literary canon (2) 
6. 白人文学による先住民表象(3) / 
Representation of the indigenous people by literary canon (3) 
7. 白人文学による先住民表象(4) / 
Representation of the indigenous people by literary canon (4) 
8. インディヘニスモ文学(1) / 
Inidigenismo literature (1) 
9. インディヘニスモ文学(2) / 
Inidigenismo literature (2) 
10. 先住民による証言文学(1) / 
Tesmonial literature by indigenous people (1) 
11. 先住民による証言文学(2) / 
Tesmonial literature by indigenous people (2) 
12. 先住民文学ルネッサンス(1)/ 
Renaissance of indigenous literature (1) 
13. 先住民文学ルネッサンス(2)/ 
Renaissance of indigenous literature (2) 
14. 先住民文学ルネッサンス(3)/ 
Renaissance of indigenous literature (3) 
15. 先住民文学ルネッサンス(4)/ 
Renaissance of indigenous literature (4) 
試験 期末レポートを課します。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加状況(50%)と期末レポートの評価(50%)による。 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
各回の授業で読む論文等は前の授業までに配布します。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
アメリカ文芸論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 水曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：山内 玲 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アメリカスの中編小説を読む 
Reading a novella in Americas 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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、アメリカス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。 
The aim of this class is to learn the academic reading skills of literature in relation to its historical context. 
In this semester, we read a novella about Americas. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 学期中盤までは、各週指定の中編小説を読んでいく。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。 
In Week 2- 8, you are required to read assigned sections of the novella.  
In Week 9-14, you are required to read critical essays on the novella. 
The following schedule may change according to the ability and interest on the part of students. 
1. Introduction 
2. Reading a novella 1 
3. Reading a novella 2 
4. Reading a novella 3 
5. Reading a novella 4 
6. Reading a novella 5 
7. Reading a novella 6 
8. Reading a novella 7 
9. Reading a novella 8 
10. Intensive Reading of Criticism： (1) 
11. Intensive Reading of Criticism： (2) 
12. Intensive Reading of Criticism： (3) 
13. Extensive Reading of Criticism： (1) 
14. Extensive Reading of Criticism： (2) 
15. Warp-up： How to Write a Research Paper 
試験 You are required to submit a research paper at the end of the semester. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Class assignments (30%) 
Contribution to the class discussion (30%) 
A research paper (40%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Printed materials or PDF files are given during the class. The reading materials are written in or translated 
into English. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Though this lecture is given mainly in JAPANESE, the lecturer are required to write this syllabus 
in ENGLISH. The lecturer has no idea of why such an absurd thing happened. So please please be 
careful lest you get confused when you attend the first day of the class. 



 

 国際文化研究科 

 
アメリカ文化形成論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 １講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：目黒 志帆美 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
感染症のグローバル・ヒストリー  Global History of Infectious Disease 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
コロナウィルスの世界的流行という逼迫した現状から、本講義は「感染症と歴史」をテーマにしました。人類の歴史において、
ペストや天然痘、SARSなどの感染症が国境を超えて蔓延することで、どのような結果を引き起こしてきたのか・・・。様々な
ケースを学び、議論し、現代/将来の私たちと結びつけて考えていきたいと思います。 
We are now facing difficulties of Coronavirus crisis. Therefore, I decided to pick up the theme of “infectious 
disease and history.” Historically, human had experienced diseases like plague, smallpox, SARS…and they spread 
globally so far.  We are going to study some historical cases, argue, and connect with our lives. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－ 
1. 第１回  オリエンテーション Course orientation 
2. 第２回  テキストの精読と議論（1) Text readings and discussion:(1) 
3. 第３回  テキストの精読と議論（2) Text readings and discussion:(2) 
4. 第４回  テキストの精読と議論（3) Text readings and discussion:(3) 
5. 第５回  テキストの精読と議論（4) Text readings and discussion:(4) 
6. 第６回  テキストの精読と議論（5) Text readings and discussion:(5) 
7. 第７回  テキストの精読と議論（6) Text readings and discussion:(6) 
8. 第８回  テキストの精読と議論（7) Text readings and discussion:(7) 
9. 第９回  テキストの精読と議論（8) Text readings and discussion:(8) 
10. 第 10回  テキストの精読と議論（9) Text readings and discussion:(9) 
11. 第 11回  テキストの精読と議論（10) Text readings and discussion:(10) 
12. 第 12回  テキストの精読と議論（11） Text readings and discussion:(11) 
13. 第 13回  テキストの精読と議論（12) Text readings and discussion:(12) 
14. 第 14回  テキストの精読と議論（13) Text readings and discussion:(13) 
15. 第 15回  総括 Summary of the class 
試験 －－ 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加度を 40％、期末レポートを 60％に換算して評価します。 
Assessment will be based on class participation (40%) and one final take-home essay (60%). 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書：ジェニファー・ライト『世界史を変えた 13の病』原書房、2018年。（2,500円＋税） 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
この授業は日本語で行います。 
This class is delivered in Japanese language. 



 

 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/Day/Period：前期 木曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：野村 啓介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
ヨーロッパ・アメリカ研究の基礎 (2020-1） 
The Basics of European and American Studies (2020-1) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
ヨーロッパ、およびアメリカの文学・歴史・社会・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。 
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 skills to conduct research 
in European and American studies and to present the results. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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.MC first-year students make several presenrations for the meeting for research subject to clalify their own 
topic. 
2.MC second-year students make several presenrations for the meeting for preliminary master's thesis to determine 
its outline. 
1. オリエンテーション 
Orientation 
2. 研究発表と議論 (1) 
Presentations and Discussions (1) 
3. 研究発表と議論（2） 
Presentations and Discussions (2) 
4. 研究発表と議論 (3) 
Presentations and Discussions (3) 
5. 研究発表と議論 (4) 
Presentations and Discussions (4) 
6. 研究発表と議論 (5) 
Presentations and Discussions (5) 
7. 研究発表と議論 (6) 
Presentations and Discussions (6) 
8. 研究発表と議論 (7) 
Presentations and Discussions (7) 
9. 研究発表と議論 (8) 
Presentations and Discussions (8) 
10. 研究発表と議論 (9) 
Presentations and Discussions (9) 
11. 研究発表と議論 (10) 
Presentations and Discussions (10) 
12. 研究発表と議論 (11) 
Presentations and Discussions (11) 
13. 研究発表と議論 (12) 
Presentations and Discussions (12) 
14. 研究発表と議論(13) 
Presentations and Discussions (13) 
15. 研究発表と議論(14) 
Presentations and Discussions (14) 
試験 No paper test will be held. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
Evaluation will be based on the presentation and participation in the discussion. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書は使用しない。参考書は適宜、授業のなかで示す。 
No textbooks will be used, although some literature might be recommended in the course if necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 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/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：野村 啓介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
ヨーロッパ・アメリカ研究の基礎 (2020-2） 
The Basics of European and American Studies (2020-2) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
ヨーロッパ、およびアメリカの文学・歴史・社会・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。 
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 skills to conduct research 
in European and American studies and to present the results. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 1 年次学生は研究テーマのさらなる絞り込みのため、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完
成に向けて、研究報告を数回にわたっておこなう。 
1.MC first-year students make several presenrations to refine their own topics. 
2.MC second-year students make several presenrations for completing their master's thesis. 
1. オリエンテーション 
Orientation 
2. 研究発表と議論 (1) 
Presentations and Discussions (1) 
3. 研究発表と議論（2） 
Presentations and Discussions (2) 
4. 研究発表と議論 (3) 
Presentations and Discussions (3) 
5. 研究発表と議論 (4) 
Presentations and Discussions (4) 
6. 研究発表と議論 (5) 
Presentations and Discussions (5) 
7. 研究発表と議論 (6) 
Presentations and Discussions (6) 
8. 研究発表と議論 (7) 
Presentations and Discussions (7) 
9. 研究発表と議論 (8) 
Presentations and Discussions (8) 
10. 研究発表と議論 (9) 
Presentations and Discussions (9) 
11. 研究発表と議論 (10) 
Presentations and Discussions (10) 
12. 研究発表と議論 (11) 
Presentations and Discussions (11) 
13. 研究発表と議論 (12) 
Presentations and Discussions (12) 
14. 研究発表と議論(13) 
Presentations and Discussions (13) 
15. 研究発表と議論(14) 
Presentations and Discussions (14) 
試験 No paper test will be held. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
Evaluation will be based on the presentation and participation in the discussion. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書は使用しない。参考書は適宜、授業のなかで示す。 
No textbooks will be used, although some literature might be recommended in the course if necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
アジア社会文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：勝山 稔 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アジア社会文化研究の基礎知識  
Basic knowledge of Asian culture and society 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では、中国がどのような歴史を歩んできたのかを学ぶことによって、アジア社会文化の特徴や個性を歴史的に理解する
ことを目的とする。 
This course covers the history of China to help students understand the characteristics of studies of Asian 
society and culture with China from a historical perspective. 
この授業は Classroom を使用して開講する予定です。クラス コードは「6zb53xw」です。 
Classroomにアクセスしたらクラス コードは「6zb53xw」を入力して下さい。 
今後の授業の進行についても Classroomに掲示しますのでよろしくお願いします。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本授業は講義を中心に進める。内容及び進度予定は以下のとおりである。 
This is a lecture-centered course.The contents and schedule are as shown below: 
1. 史料の扱い方 
How to handle it historical sources 
2. 敦煌文書  
Dunhuang manuscripts 
3. 史料批判の方法と実例  
The method and example of historical-records criticism 
4. 正史と『資治通鑑』の基礎知識  
Basic knowledge of “Zheng shu” and “Zi zhi tong jian” 
5. 目録の歴史と変遷  
History of a list, and changes 
6. 政書と『永楽大典』  
“zheng shu” and “Yong le da dian” 
7. 『四庫全書』  
“Si ku quan shu” 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
試験 学期末にレポート（二種類）を提出すること。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席状況や課題レポートを総合的に評価する。 
Submitted reports, attendance and so on are evaluated. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要に応じて、資料（プリント等）を配布する。 
References (handouts) are provided, when needed. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
東アジア社会構造論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 その他 連講 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor： 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
漢字と翻訳からみた東アジアの近代 
 Modern East Asian countries seen from Chinese characters and its translations 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
東アジアに共通する文字は漢字である。近代の出版物、とりわけ漢文翻訳は日本・中国・台湾いずれも国語政策・文教活動と
深い関係があった。誰がどういう目的で何を出版し、どのように翻訳したのか。翻訳が東アジアの近代化に果たした役割につ
いて、漢字をめぐる諸問題を中心に据え、理解を深める。 
Chinese characters were common in Modern East Asian countries. Publications, especially translations from Chinese 
to their own languages were deeply related in their national language planning and educational activities. For 
what purpose, who published or translated? What were translated? In this course, while considering problems 
surrounding Chinese characters, students will understand translations played a significant role in the social 
structure of Modern East Asian countries. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 -- 
1. 第１回  ガイダンス 
          Guidance 
2. 第２回  開国政策への転換と言語 
          On changing the policy of opening the country and languages 
3. 第３回  漢文と中国語の乖離 ― 帝国大学と東京外国語学校を中心に 
        A discrepancy between Classical Chinese and Modern Chinese ― centering on Imperial  
    Universities and Tokyo Foreign Language School 
4. 第４回  中国語学習の実態 
          The reality of Chinese learning 
5. 第５回  漢字をめぐる諸問題 
          Problems related to Chinese characters 
6. 第６回  翻訳と言文一致運動 
          Translations and vernacular movement in Japan 
7. 第７回  明治時代の英語学習と訓読 
          English learning through the Reading a Chinese text in Japanese in the Meiji period 
8. 第８回  文体をめぐる問題 
          Problems related to written styles 
9. 第９回  翻訳全集の時代（日本） 
          The age of complete works translated in Japanese 
10. 第 10回  誰がどのように訳したのか―平岡龍城『国訳紅楼夢』と柴田天馬『聊斎志異』を中心に 
          Who and how did translate ― centering on Ryujo Hiraoka’s Kokuyaku Kouroumu and  
          Tenma Shibata’s Ryousai Shii 
11. 第 11回  出版人と出版社・新聞社―鶴田久作・菊池寛・岩波茂雄を中心に 
Editors and publishers ― centering on Kyusaku Tsuruta , Kan Kikuchi , Shigeo Iwanami 
12. 第 12回  日本留学者が見た近代日本―魯迅・周作人を中心に 
          Modern Japan seen from overseas students ― centering on Lu Xun and Zhou Zuoren 
13. 第 13回  王雲五と出版活動 
     Wang Yunwu and his publishing activities 
14. 第 14回  朝鮮半島における翻訳事業―タクチ本を中心に 
          Translations in Korean Peninsula ― centering on Ddakjibon novels 
15. 第 15回  まとめ 
     Overall summary 
試験 試験   特になし 
     None in particular 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席状況と課題レポートを半々で評価 
Attendance 50% reports 50%. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
適宜提示する 
References (handouts) are provided, when needed 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
デイスカッションを予定している。積極的に参加されたい。 
Students are required to participate in discussions positively 



 

 国際文化研究科 

 
イスラーム圏政治社会論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 水曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：黒田 卓 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
 明治期日本人が見たイラン 
  Qajar Iran as seen from the viewpoints of Meiji Japanese Elites 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 明治という時代が始まり、平成という時代が終わるスパンは、ちょうど１世紀半、つまり 150年という時間になる。この期
間に、日本は欧米列強に追いつき追いこすことを国家目標に、いくつかの戦争の災禍に見舞われながらも、目を見張る近代化
＝西欧化を遂げてきた。それに伴い、日本の知識人や指導者の対アジア認識は、欧米の価値観を吸収しつつ大きな転換を経験
してきたと言われるが、このアジア認識には西アジアやイスラーム圏に対する関心や理解はほとんど関与していない。そこで
本講義では、明治期日本人がイランを実地に観察し、どのようにそれ叙述し表象したいったかを考察することを通して、イラ
ンや中東に対する認識とその変化に迫ってみたい。  
 The time span from the beginning of the Meiji Era to the end of the Heisei Era is just half and one century. 
For this period, Japan has struggled to catch up with and get ahead of the Western Powers, and notwithstanding 
the national painful calamities of several wars, succeeded in achieving the remarkable western modeled 
modernization. With this modernizing national project, most of the Japanese elites have changed their own 
perception of Asia by absorbing the Western orientalism, but in their recognition, interest in and understanding 
of the Western Asia and Islamic Area was in most cases absent. Thus we try to explore how the Meiji Japanese 
intellectulas viewed and portrayed the images through analyzing the descriptions and representations in their 
travelogues and travel books. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本授業は、明治期日本のエリートが 19 世紀ガージャール朝イランの国家や社会をどのように認識したかを考えること
を目的に、旅行記の精読を通して、またイラン人旅行者の対日本認識と比較対照することを通して掲げるテーマに接近したい
と考える。/This class aims to approach to the above-said theme by perusing the travelogues and comparing Iranians' 
perceptions of Japan with those of the conterparts, in order to consider how the intellectuals of the Meiji Japan 
recognized the state and society of the Qajar Iran in the 19th century. 
1. オリエンテーション 
2. 明治期日本の対イラン関係（１） 
3. 明治期日本の対イラン関係（２） 
4. 吉田正春使節団の旅行記（１） 
5. 吉田正春使節団の旅行記（２） 
6. 吉田正春使節団の旅行記（３） 
7. 吉田正春使節団の旅行記（４） 
8. 吉田正春使節団の旅行記（５） 
9. 福島安正陸軍大佐の旅行記（１） 
10. 福島安正陸軍大佐の旅行記（２） 
11. 中間まとめ 
12. 福島安正陸軍大佐の旅行記（３） 
13. 福島安正陸軍大佐の旅行記（４） 
14. 福島安正陸軍大佐の旅行記（５） 
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/Evaluation Method： 
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。/We will evaluate the attendance, the submission 
of the reports and participating in the discussions. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書として、明治 13（1880）年に使節団を率いてガージャール朝イランを訪問した吉田正春の旅行記『回疆探検ペルシャの
旅』（原題『回疆探検波斯之旅』博文館、1894）、中公文庫、1991、及び福島安正『中央亜細亜から亜拉比亜へ』太田阿山編、
東亜協会、1943 （復刻：大空社、1997）を使う。また吉田使節団メンバーであった古川宣誉『波斯紀行』（1891)も比較のた
め参照したい。/As textbooks, we use the above Japanese travelogues. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業は講義形式と旅行記テキストの輪読・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Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 水曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：大河原 知樹 

科目ナンバリング/Course Numbering：-B 

使用言語/Language Used in Course：２カ国語以上 

１．授業題目/Class Subject： 
アジア・アフリカ研究とグローバル移民・難民・ディアスポラⅡ/ Global migration and diasporas in Asian and African 
studies Ⅱ 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
現在、わたしたちは、世界規模での移民・難民・ディアスポラの問題に直面しています。具体的にはどのような問題なのでし
ょうか？本講義では、学生は、(1)移民・難民・ディアスポラとは何か、(2)現代における世界規模での移民・難民・ディアス
ポラがひき起こす問題、(3)具体的な事例を、文献講読・批評・討論を通して理解します。次に、(4)このテーマに関する事例
研究を一つ選択し、最終課題として提出します。/ Nowadays we encounter various problems of global migration, refugees 
and diasporas.  What kind of problems are associated with migration, refugees and diasporas?  In this class, 
students will understand (1) what migration, refugees and diasporas are meant by, (2) problems associated with 
global migration, refugees and diasporas in the contemporary world, (3) case studies, by articles reading, 
critical reviews and discussions, and then choose (4) a case study for this subject which they will submit it as 
their term paper. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 最初に、移民・難民・ディアスポラに関する研究を講義および討論を通じて理解します。その後、学生が担当論文の要
約を発表し、それに関する討論を実施します。最終講義では、総合討論を実施します。/ In the first four lectures, students 
will understand research studies of migration, refugees and diasporas through lectures and discussions.  Then, 
each student will make a summary of a designated article, and students will discuss and review it.  In the final 
lecture, students will make a general discussion. 
1. 移民・難民・ディアスポラ研究 1/ Research studies of migration, refugees and diasporas 1 
2. 移民・難民・ディアスポラ研究 2/ Research studies of migration, refugees and diasporas 2 
3. 討論/ Discussion 
4. グローバルな移民問題：問題の定義 1/ The global migration crisis: the crisis defined 1 
5. グローバルな移民問題：問題の定義 2/ The global migration crisis: the crisis defined 2 
6. グローバルな移民問題：問題の定義 3/ The global migration crisis: the crisis defined 3 
7. 討論/ Discussion 
8. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 1/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 1 
9. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 2/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 2 
10. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 3/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 3 
11. 討論/ Discussion 
12. 事例研究 1/ Case studies 1 
13. 事例研究 2/ Case studies 2 
14. 討論/ Discussion 
15. 総合討論/ General discussion 
試験 筆記試験は実施しない。最終レポートが試験となります。/ Students are required to submit the term paper instead 
of paper test. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
最終レポート（60％）平常点（40％）により評価します。/ The term paper (60%) and class participation (40%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
ウェイナー，マイロン（1999）『移民と難民の国際政治学』内藤嘉昭訳，明石書店．/ Weiner, Myron (1995) The global 
migration crisis, Challenges to states and the human rights, 1995, Boulder, CO. 
経済協力開発機構（OECD）編著（2018）『世界の移民政策 OECD国際移民アウトルック（2016年版）』徳永優子訳，明石書店．
/ OECD (2016) International migration outlook 2016, Paris. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
中東・アフリカ社会文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period： 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor： 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
近現代における中国ムスリム（回族）の歴史と現在 
The Modern History and the Contemporary Situation of Hui-Muslims（Sino-Muslims, Muslim Chinese）in China 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では、中国ムスリム（回族）から見た近現代中国を考える。中国ムスリムは中華世界とイスラーム世界を結ぶ存在で、
中国の「統一された多民族国家」という原則を裏付けている。中国ムスリムはいかにして「回族」としての名称を得たのか？
本講義では、「回族」の目から見た中国近現代を検証することによって、国民統合とは何か、対外戦争は何をもたらすのか、
1949年の革命とは何だったのか、アイデンティティとは何か、権力とは何かということを考える。また、西北の女性ムスリム
のイスラーム学校といった事例から、エスニシティ、ジェンダー、階級、宗教といった分析枠組みを使って物事を考えること
を習慣化してほしい。 
 資料の購読、写真やビデオの閲覧と分析、討論などをまじえて、思考と議論の枠組みを作っていく。 
 
This course will discuss China’s modern history through the perspectives of Hui-Muslims. Holding ethno-religious 
and national identity, Hui-Muslims’ existence proves the principle of “the unified and multi-ethnic character” 
of China.  Then, how did Hui-Muslims acquire the naming of Hui-zu? In this course we will scrutinize China’s 
modern history through the eyes of Hui-zu. Through the course, we will analyze various issues such as national 
integration, the impact of the war, the impact of the 1949 revolution, the formation of ethnic and national 
identities, and the power in the secular society. Moreover, students are required to use the conceptual framework 
using ethnicity, gender, class, and religion when they analyze sociological phenomena. The typical phenomena on 
the issue is Islamic schools for women in the Northwest. Making use of the first-hand and the second-hand 
materials including visional materials such as photos/ video, and active discussions, we require students to 
stipulate the framework of the critical thinking and the considerations. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－ 
1. 第１回 イントロダクション 「周縁」から見た近現代中国 
The first period: Introduction: China from the perspective of the periphery 
2. 第２回 概説１：56の民族からなる「統一された多民族国家」中国の民族理論 区域自治とは何か 
The second period ：General view 1 : What is national regional autonomy which characterize China’s policy toward 
fifty-five ethnic minorities? 
3. 第３回 概説２：前近代の中国ムスリム――イスラームの中国伝来から清代まで 
The third period:  General view 2 :Hui-Muslims prior to the modern times – from the era when Islam came to China 
until the Qing dynasty. 
4. 第４回 概説３：近現代の中国ムスリム――清末から中華人民共和国、宗教制度改革、文革、改革開放、そして「宗教中
国化」 
The fourth period: General view 3: Hui-Muslims in modern/ contemporary China—from the end of the Qing until 
now―― A making of the People’s Republic, religious reform, the Cultural Revolution, and 
5. 第５回 研究史：日本における中国ムスリム研究、欧米における中国ムスリム研究の展開――支配のための帝国主義的研
究から他者を理解するための学術研究へ（ミニテスト） 
The fifth period: a research history on Hui-Muslims in Japan and the West—from the imperialistic studies for the 
control of the occupied area and people to the academic studi 
6. 第６回  個別テーマ１：清末民初の中国ムスリムとその社会（１）（講義） 
The sixth period: a specific subject 1: The Hui-Muslim society in China in the Qing- Republican era(1) (Lecture) 
7. 第７回  個別テーマ１：清末民初の中国ムスリムとその社会（２）（演習） 
The seventh period: a specific subject 1: The Hui-Muslim society in China in the Qing- Republican era(1) (Seminar ) 
8. 第８回  個別テーマ１：清末民初の中国ムスリムとその社会（３）（討論）（ミニテスト） 
The eighth period: a specific subject 1: The Hui-Muslim society in China in the Qing- Republican era(3) 
(Discussions)（Short test） 
9. 第９回  個別テーマ２：中国ムスリムにとっての「近代」の衝撃と日中戦争（１）（講義） 
The ninth period: a specific subject2:  Modern impacts toward Hui-Muslims and the Anti-Japanese War (1) Lecture 
10. 第 10回 個別テーマ２：中国ムスリムにとっての「近代」の衝撃と日中戦争（２）（演習） 
The tenth period: a specific subject2:  Modern impacts toward Hui-Muslims and the Anti-Japanese War (2) Seminar 
11. 第 11回 個別テーマ３：中国ムスリムにとっての「近代」の衝撃と日中戦争（３）（討論）（ミニテスト） 
The eleventh period: a specific subject2: Modern impacts toward Hui-Muslims and the Anti-Japanese War (3) 
discussions (Short test) 
12. 第 12回  個別テーマ３：宗教制度改革、文革と改革開放の中の中国ムスリムとジェンダー（講義） 
The twelfth period: a specific subject3:  The Hui-Muslims and gender: the Religious reform, the Cultural 
Revolution, the Open and Reform Policy (Lecture) 
13. 第 13回  個別テーマ３：宗教制度改革、文革と改革開放の中の中国ムスリムとジェンダー（演習） 
The thirteenth period: a specific subject 3:  Hui-Muslims and gender: the Religious reform, the Cultural 



 

Revolution, the Open and Reform Policy (Seminar) 
14. 第 14回  個別テーマ３：宗教制度改革、文革と改革開放の中の中国ムスリム、ジェンダー（討論）（ミニテスト） 
The fourteenth period: a specific subject 3:  Hui-Muslims and gender: the Religious reform, the Cultural 
Revolution, the Open and Reform Policy (Discussions) (Short test) 
15. 第 15回  まとめ：総括と全体討論 
The fifth period:  A conclusion and a general overview with discussions 
試験 －－ 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
ミニテスト: 10点×4＝40点 平常点 20点 最終レポート：40点 
40 points for short tests (10 points×4), 20 points for the active participation, 40 points for the final paper 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
松本ますみ『イスラームへの回帰』山川出版社、2010 ISBN978-4-634-47467-3 
中国ムスリム研究会編『中国ムスリムを知るための 60章』明石書店、2012, ISBN 978-4750336459 
MATSUMOTO, Masumi  isuramu eno kaiki  Yamakawa shuppansha ,2010 
Japan Research Association for the study of Muslims in China, Chuugoku isuramu wo shirutameno 60 sho, Akashi 
shoten 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
アジア思想文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ５講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：朱 琳 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
田岡嶺雲とその時代――ある明治の青春 
Taoka Reiun and His Times : A Youth in Meiji 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本授業は、田岡嶺雲(1870-1912)に再び焦点を絞り、作品がしばしば発禁処分をさせられた彼が、内政と外交の両面において、
どのように時代状況に対して鋭鋒の筆を振るい、その時代の現実との張りつめた意識的対峙のなかで政治を論評する立場を
貫いたのか、また、当時の中国で何を見、何を感じ、どのメッセージを伝えようとしたのか、などを明らかにし、激動の時代
を生きた知識人の一側面を浮き彫りにさせることを目的とする。 
 
In this lecture, I shall focus once again on Taoka Reiun （1870-1912）,who is considered to be “one of the 
forgotten thinkers”. The objective is to cast in sharp relief one aspect of an intellectual who lived in 
turbulent times. This involves clarifying how he, whose works have often been declared forbidden, wrote critically 
of the situation at that time of domestic politics and foreign policy, or how he stood fast in his position of 
making political commentaries amidst the realities and tense confl ict of awareness of those times, 
or how he felt or viewed China at that time, or what message he intended to convey. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 教員による講義の形をとらず、関連テキストの輪読や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。履修者
の積極的な参加が求められている。 
 
All students are requested to make presentations. Discussions and feedbacks by all attendants. Students' 
participation is strongly encouraged. 
1. ガイダンス 
 
Introduction 
2. 自由民権運動の気風（Ⅰ） 
 
Influenced by Jiyu Minken Undo (Movement for Liberty and People's Right) 
3. 自由民権運動の気風（Ⅱ） 
 
Influenced by Jiyu Minken Undo (Movement for Liberty and People's Right) 
4. 明治 20年代――「欧化主義」・「平民主義」・「国粋主義」（Ⅰ） 
 
In the second decade of the Meiji era：Europeanism,Democraticism,Nationalism 
5. 明治 20年代――「欧化主義」・「平民主義」・「国粋主義」（Ⅱ） 
 
In the second decade of the Meiji era：Europeanism,Democraticism,Nationalism 
6. 明治維新に次ぐ「第二の革命」(Ⅰ) 
 
The “2nd Revolution” following the Meiji Revolution 
7. 明治維新に次ぐ「第二の革命」（Ⅱ） 
 
The “2nd Revolution” following the Meiji Revolution 
8. 中間まとめ 
 
Interim Summary 
9. 中国への旅行（Ⅰ） 
 
Trips to China 
10. 中国への旅行（Ⅱ） 
 
Trips to China 
11. 哲学への傾倒（Ⅰ東洋） 
 
Drawn to the philosophy of Zhuangzi 
12. 哲学への傾倒（Ⅱ西洋） 
 
Drawn to the philosophy of Arthur Schopenhauer 
13. 「東洋文明の発揚」（Ⅰ） 
 



 

“Boosting of the Oriental civilization” 
14. 「東洋文明の発揚」（Ⅱ） 
 
“Boosting of the Oriental civilization” 
15. 総括 
 
Warp-up 
試験 与えられた課題を小論文にまとめ提出する。 
 
The students are required to submit a research paper at the end of the semester. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
平常点（出席＋授業への参加および貢献度など）60％＋小論文 40％ 
 
Class assignments ＆ Contribution to the class discussion (60%) 
A research paper (40%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書：特になし。授業で必要な資料を配布する。 
参考書：西田勝編・校訂『田岡嶺雲全集』（全 7巻）、法政大学出版局、1969-2019年。 
 
No specific textbooks. Printed materials or PDF files are given during the class. 
A ｒeference ｂook（"The Complete Works of Taoka Reiun"） 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 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/Day/Period：前期 木曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：黒田 卓 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アジア・アフリカ研究の現状と課題 A 
Survey of Asian and African Studies A 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 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。 
  Students are encouraged to report and present their own research achivements according to each one's research 
topic and all the participants will take part in the discussinon about their presentations in every seminar. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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/Evaluation Method： 
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。/ We will evaluate the presentaions and discussions at 
seminars comprehensively. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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。 
Student presenters are required to parpare and distribute their own handouts and reference materials. We will 
designate related references whenever necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：黒田 卓 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アジア・アフリカ研究の現状と課題 B 
Survey of Asian and African Studies B 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
 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。 
  Students are encouraged to report and present their own research achivements according to each one's research 
topic and all the participants will take part in the discussinon about their presentations in every seminar. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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/Evaluation Method： 
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。。/ We will evaluate the presentaions and discussions 
at seminars comprehensively. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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。 
Student presenters are required to parpare and distribute their own handouts and reference materials. We will 
designate related references whenever necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
とくになし。 



 

 国際文化研究科 

 
日本文化基層論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期集中 その他 連講 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：担当教員 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
１９７０年代日本サブカルチャー研究 
Study on Japanese subculture in the 1970s 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本授業では、日本のサブカルチャーに対する国内外の肯定的、否定的両評価をバランスよく理解した上で、現代日本文化の特
質を捉え直すことを目的とする。とりわけ、今日の日本文化の起源のひとつとして１９７０年代のサブカルチャーを位置づけ
る。この時期に大きく変容するサブカルチャーの特質を、音楽・マンガ・アニメ・SF・文学といった多様なジャンルを論じる
ことで総合的に明らかにする。 
This class aims to re-evaluate the characteristics of contemporary Japanese culture, with a good understanding 
of both domestic and foreign positive and negative evaluations of Japanese subculture. In particular, it positions 
the subculture of the 1970s as one of the origins of Japanese culture today. The characteristics of the subculture 
that will change dramatically during this period will be clarified comprehensively by discussing various genres 
such as music, manga, anime, science fiction, and literature. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 日本語を使用言語とする。パワーポイントを用いて授業を進める。 
Japanese is the classroom language. This class is conducted using PowerPoint. 
1. 第１回  ガイダンス/Guidance 
2. 第２回  １９７０年代以前の日本のサブカルチャー/Japanese subculture before the 1970s 
3. 第３回  サブカルチャー概念の変容/Transformation of the concept of subculture 
4. 第４回  サブカルチャー研究の現状と課題/Current status and issues of subculture research 
5. 第５回  郊外の誕生と近代的家族モデルの成立/ Suburban development and the establishment of a modern family 
model 
6. 第６回  音楽シーンの変容/ Transformation of the music scene 
7. 第７回  アイドルの時代/Age of idols 
8. 第８回  少女文化の新展開/ New development of girl culture 
9. 第９回  アニメ史における画期/A breakthrough in the history of animation 
10. 第 10回  終末のビジョンとオカルト・ブーム/ The end vision and the occult boom 
11. 第 11回  カルチャーとサブカルチャーの交錯/Crossing of culture and subculture 
12. 第 12回  政治の季節の終焉と内向の世代/ The end of the political season and the introverted generation 
13. 第 13回  SF作家の活躍/ The success of science fiction writers 
14. 第 14回  村上春樹の登場/ Haruki Murakami's debut 
15. 第 15回  総括/ Conclusion 
試験 試験   実施しない/ No test is performed. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
最終レポート（７０%）、授業への出席状況（３０％） 
Final Report: 70% 
Attendance: 30% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書は特にないが、プリント等を配布する。 
No textbooks but handouts will be distributed.            
 参考書：押野武志編著『日本サブカルチャーを読む――銀河鉄道の夜から AKB48まで』（北海道大学出版会、２０１５年） 
References: Takeshi Oshino, ed., "Nippon Sabukarutya wo Yomu: Gingatetsudo no Yoru kara AKB48 made", Hokkaido 
University Press, 2015. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
比較文化形成論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：鈴木 道男 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
江戸博物学者と海外情報 Edo naturalists and overseas information 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
西欧以外では日本でのみ発達したといわれる江戸時代の博物学の概要を理解し、それが海外からの情報にいかに接していた
かを探る。 
Understand the outline of natural history in the Edo period, which was said to have developed only in Japan 
outside Western Europe, and explore how it was exposed to information from overseas. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 上記の目標達成のため、講義および中央図書館狩野文庫における実習を行う。 
In order to achieve the above goals, lectures and practical training at Kano Bunko in theCentral Library will be 
conducted. 
1. 江戸博物学概観１ 『本草綱目』 
Overview of Edo Natural History 1 ”本草綱目” 
2. Overview of Edo Natural History 2 
3. 概観３ 狩野文庫実習 
Overview of Edo Natural History 3 training at Kano Bunko in theCentral Library 
4. リンネ、ケンペル、ツュンベリ、シーボルト 
Carl von Linnaeus, Kaempfer, Thungerg und Siebold 
5. 日本のエンサイクロペディストの時代 
The days of the Japanese encyclopediｓｔｓ 
6. 化政期の江戸文化と博物学１ 
Edo culture and natural history during the Kasei period１ 
7. 化政期の江戸文化と博物学２ 
Edo culture and natural history during the Kasei period 2 
8. 化政期の江戸文化と博物学 ３  
Edo culture and natural history during the Kasei period 3 
9. 堀田正敦の時代 
Masaatsu Hotta's era 
10. 堀田正敦の博物学 1 幕閣の博物学 
Masaatsu Hotta's Natural History 1 The natural history of the Shogunate 
11. 堀田正敦の博物学 2 
Masaatsu Hotta's Natural History 2 
12. 堀田正敦の博物学 3 
Masaatsu Hotta's Natural History 3 
13. 堀田正敦の博物学 4 
Masaatsu Hotta's Natural History 4 
14. 堀田正敦の博物学 5 日本の探検博物学 
Masaatsu Hotta's Natural History- Exploration Natural History in Japan 
15. 明治時代の博物学と西洋科学 
Natural sciences and Western science in the Meiji era 
試験 レポートを課す。出席状況を重視する。 
Imposing a report. Look closely at your attendance. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席 50％、レポート 50％ 
Atttendance 50%, Report 50% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要なテクストはすべて講義室で渡す。 
All necessary texts will be given in the lecture room. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
なし。None. 



 

 国際文化研究科 

 
比較社会文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐野 正人 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
東アジアの大衆文化を考える 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
東アジアの大衆文化は、最近とみに相互交流が進んでいる。ドラマ、映画、音楽、漫画、ファッション、SNS等々の各分野で
「韓流」「日流」「華流」のブームが見られるように、国境の枠を超えた流通と相互交流が行われるようになっている。授業で
は主に東アジアの日本、韓国、中国、台湾での大衆文化の交流のあり方を検討していく。主に佐野が 2000年代以降の「韓流」
と「日流」、「華流」を取り上げ、相互の文化交流のあり方を検討する。その後、学生が発表を担当し、東アジアでの文化流通
の様々な様相を検討していく。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 2000 年代の東アジアの文化交流について、特に「韓流」「日流」「華流」を中心として、その様々な様相を検討してい
く。 
1. オリエンテーション（1）2000年代以降の東アジアの大衆文化交流 
2. オリエンテーション（2）「韓流」と「日流」、「華流」をめぐって 
3. オリエンテーション（3）日本の大衆文化 
4. オリエンテーション（4）韓国の大衆文化 
5. オリエンテーション（5）中国、台湾の大衆文化 
6. オリエンテーション(6)他地域の大衆文化 
7. 学生発表（1） 
8. 学生発表（2） 
9. 学生発表（3） 
10. 学生発表（4） 
11. 学生発表（5） 
12. 学生発表（6） 
13. 学生発表（7） 
14. 学生発表（8） 
15. まとめ・総括 
試験 試験は行なわないが、期末レポートを課す。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席、プレゼンテーション、および期末レポートによって、総合的に評価する。 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
授業内で指示する 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
東アジア（日本、韓国、中国、台湾）の大衆文化を主な対象とするが、それ以外の地域出身の者でも参加し
てもらってかまわない。その他の地域の大衆文化を取り上げる可能性もある。 



 

 国際文化研究科 

 
近代日本思想論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＧＯＤＡＲＴ ＧＥＲＡＲＤ ＲＡ 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
日本近代思想と戦争を考える Modern Japanese Intellectual History and War 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
日本の明治時代から昭和初期にかけて、近代日本思想（宗教・哲学・など）と戦争及びについて一考察し、テキスト分析を行、
研究方法を学ぶ事。 
 
Analyzing modern Japanese thought (including religion and philosophy) from the Meiji to early Showa periods, and 
gaining research skills in this area. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 講義・テキスト分析・プレゼン 
 
Lectures, text analysis, presentation 
1. オリエンテーション 
Orientation 
2. 近代日本思想と戦争及びイデオロギー（入門的な講義）1 
Introductory lecture: Modern Japanese Intellectual History and War 1 
3. 近代日本思想と戦争及びイデオロギー（入門的な講義）2 
Introductory lecture: Modern Japanese Intellectual History and War 2 
4. 近代日本思想に関するトピック 
Topics in Modern Japanese Intellectual History 
5. 近代日本思想に関するトピック  
Topics in Modern Japanese Intellectual History 
6. 近代日本思想に関するトピック  
Topics in Modern Japanese Intellectual History 
7. 近代思想に関する一次資料分析 
Analysis of texts in Modern Japanese Intellectual History 
8. 近代思想に関する一次資料分析 
Modern Japanese Intellectual History 
9. 近代思想に関する一次資料分析 
Modern Japanese Intellectual History 
10. 近代思想に関する一次資料分析 
Modern Japanese Intellectual History 
11. 近代思想に関する一次資料分析 
Modern Japanese Intellectual History 
12. 学生発表 
Student presentations 
13. 学生発表 
Student presentations 
14. 学生発表 
Student presentations 
15. 学生発表 
Student presentations 
試験 主に資料を分析すること 
Mainly text analysis 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業での積極的に参加し、最終発表とレポート 
Class participation, presentation, report 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
テキストは授業の担当教員に提供される。 
Texts will be provided by the instructor 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
現代日本社会論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：妙木 忍 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
ジェンダーの視点で読み解く日本社会 
Japanese society from a gender perspective 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本授業では、日本におけるジェンダー研究の展開と蓄積を学ぶとともに、日本社会をジェンダーの視点から読み解く力を身に
つける。具体的には、文献の講読と解説と議論を通して、労働、メディア、教育、文学など、身近な論点を取り上げながら考
察を深めていく。 
The purpose of this course is to give an overview of the development of gender studies and research in Japan. It 
also aims to analyze Japanese society from the perspective of gender. Through reading papers, lectures, and 
discussion, the course will handle topics such as labor, media, education, and literature. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本授業は、文献の読解と解説を中心に進める。レスポンス・カードを用いた質疑応答や発表も取り入れる。内容および
進度は以下の通りである。 
This is a reading and lecture-centered course, but it will incorporate question and answer sessions using Response 
Cards and opportunities for presentations. The contents and schedule are as shown below. 
1. イントロダクション 
Introduction 
2. リブとフェミニズム 
Women’s Liberation and Feminism 
3. フェミニズム理論 
Feminist Theory 
4. 性役割 
Gender Roles 
5. 権力と労働 
Power and Labor 
6. 母性 
Motherhood 
7. セクシュアリティ 
Sexuality 
8. 表現とメディア 
Expression and Media 
9. ジェンダーと教育 
Gender and Education 
10. グローバリゼーション 
Globalization 
11. 女性史・ジェンダー史 
Women’s History / Gender History 
12. フェミニズム文学批評 
Feminist Literary Criticism 
13. 男性学 
Men’s Studies 
14. 発表と討論 
Presentation and Discussion 
15. まとめ 
Summary 
試験 試験は実施しない。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への関与度（15％）、出席（15％）、発表（20％）、レポート（50％） 
Class participation (15%), Attendance (15%), Presentation (20%), Essay (50%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書は使用しない。井上輝子・上野千鶴子・江原由美子ほか編『新編 日本のフェミニズム』（全 12 巻、2009-2011）所収
の論考を用いる。最新の研究動向および参考文献は、適宜紹介する。 
No textbook will be used. We will read materials from Inoue, T., Ueno, C. and Ehara Y. et al. (eds.) (2009-2011) 
Shimpen Nihon no Feminism (Iwanami Shoten). The latest research trends and reference materials will be introduced 
as necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
毎回授業の最後にレスポンス・カードを提出する。 



 

Students will be requested to complete a Response Card at the end of each class. 



 

 国際文化研究科 

 
日本研究基礎論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：繁田 真爾 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
現代日本学の最前線 
The Cutting-edge of Contemporary Japanese Studies 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
「日本」はいまどのような視座から論じられ、研究されているのか。これから日本研究を始めるにあたって、最新の研究動向
を理解しておくことはとても大切である。本授業では近年の日本研究を代表する三つの作品を読解しながら、現代日本学の最
前線を学ぶことを目的としたい。 
From what viewpoint is “Japan” been discussed and researched today? When starting research on Japan it is very 
important to understand the latest developments in research. In this course we will read three works that are 
representative research on Japan today, with the goal of learning the cutting-edge of contemporary Japanese 
Studies. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 近年の代表的な日本研究を〈歴史人類学〉〈社会学〉〈歴史社会学〉から三つ取り上げ、その作品を順に検討する。「演
習」では、担当の受講生が課題テクストの概要を発表し、論点を提示して、全員で検討する時間とする。 
We will take three works that are representative of recent Japanese Studies, respectively from the fields of 
historical anthropology, sociology, and historical sociology, and study these in sequence. During "seminar 
classes," assigned students will present an outline of the text and bring up points for group discussion. 
1. 現代日本学への招待（ガイダンス） 
Introduction to contemporary Japanese Studies (Orientation) 
2. 人類史と未来の構想力―柄谷行人① 
The History of Humankind and Imagination of the Future: Karatani Kōjin (1) 
3. 人類史と未来の構想力―柄谷行人② 
The History of Humankind and Imagination of the Future: Karatani Kōjin (2) 
4. 読解と検討 ―演習（１） 
Reading and Inquiry: Seminar (1) 
5. 読解と検討 ―演習（２） 
Reading and Inquiry: Seminar (2) 
6. 読解と検討 ―演習（３） 
Reading and Inquiry: Seminar (3) 
7. 現代社会の行方と展望―見田宗介① 
The Direction and Prospects of Contemporary Society: Mita Munesuke (1) 
8. 現代社会の行方と展望―見田宗介② 
The Direction and Prospects of Contemporary Society: Mita Munesuke (2) 
9. 読解と検討 ―演習（４） 
Reading and Inquiry: Seminar (4) 
10. 読解と検討 ―演習（５） 
Reading and Inquiry: Seminar (5) 
11. 日本社会のしくみを問う―小熊英二① 
Questioning the Structure of Japanese Society: Oguma Eiji (1) 
12. 日本社会のしくみを問う―小熊英二② 
Questioning the Structure of Japanese Society: Oguma Eiji (2) 
13. 読解と検討 ―演習（６） 
Reading and Inquiry: Seminar (6) 
14. 読解と検討 ―演習（７） 
Reading and Inquiry: Seminar (7) 
15. 読解と検討 ―演習（８） 
Reading and Inquiry: Seminar (8) 
試験 実施しない。 
No tests. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
平常点（出席、演習での発表、討議への参加）50％； 学期末レポート 50％ 
Class participation (attendance, seminar presentation, participation in discussion): 50%; Final report: 50% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
柄谷行人『世界史の構造』岩波現代文庫、2015年 
見田宗介『現代社会はどこに向かうか―高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年 
小熊英二『日本社会のしくみ―雇用・教育・福祉の歴史社会学』講談社現代新書、2019年 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

https://web.tohoku.ac.jp/modern-japan/ 



 

 国際文化研究科 

 
国際日本研究総合演習Ａ 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐野 正人 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際日本研究の実践 1/  Practice in Research in global Japanese Studies 1 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
受講者が各自の研究テーマとその進度に応じて発表を行い、参加者全員による討議を行う。研究の進行に必要とされる方法論
や発表方法について議論が行われる。/  Students will present on their own research topic and their progress, which 
will then be debated by all present. We will discuss research methods necessary for further research, and 
presentation skills. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 発表者はあらかじめ期日までにレジュメ・ハンドアウトを参加者全員に配布し、これにもとづいて当日発表する。その
後全員で質疑及び意見交換をおこなう。  Students will provide summaries or handouts to all participants by the due 
date and present based on these materials. The presentation is followed by Q & A and an exchange of ideas. 
1. ガイダンス /guidance 
2. 発表および討議/  Presentation and discussion 
3. 発表および討議/  Presentation and discussion 
4. 発表および討議/  Presentation and discussion 
5. 発表および討議/  Presentation and discussion 
6. 発表および討議/  Presentation and discussion 
7. 発表および討議/  Presentation and discussion 
8. 発表および討議/  Presentation and discussion 
9. 発表および討議/  Presentation and discussion 
10. 発表および討議/  Presentation and discussion 
11. 発表および討議/  Presentation and discussion 
12. 発表および討議/  Presentation and discussion 
13. 発表および討議/  Presentation and discussion 
14. 発表および討議/  Presentation and discussion 
15. 発表および討議/  Presentation and discussion 
試験 試験は行わない。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
試験は行わない。ただし、各自のレジュメ、発表、討論の受け答えをもとに、総合的に評価する 。/  
There will be no examination. Students will be graded on overall performance and based on their handouts, 
presentations and participation in discussion. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
- 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業の具体的な進行方法については最初のガイダンスの際に説明する。/  How to proceed the lesson will 
be explained at the initial guidance. 
発表レジュメ・資料は発表の週の月曜日までに提出、配布すること。すべての出席者の活発な議論が求めら
れる。 /  Prepare and submit handouts and materials by the Monday of the week you are presenting. 
All students have to actively participate in the discussion. 



 

 国際文化研究科 

 
国際日本研究総合演習Ｂ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐野 正人 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際日本研究の実践 2/  Practice in Research in global Japanese Studies 2 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
受講者が各自の研究テーマとその進度に応じて発表を行い、参加者全員による討議を行う。研究の進行に必要とされる方法論
や発表方法について議論が行われる。/  Students will present on their own research topic and their progress, which 
will then be debated by all present. We will discuss research methods necessary for further research, and 
presentation skills. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 発表者はあらかじめ期日までにレジュメ・ハンドアウトを参加者全員に配布し、これにもとづいて当日発表する。その
後全員で質疑及び意見交換をおこなう。  Students will provide summaries or handouts to all participants by the due 
date and present based on these materials. The presentation is followed by Q & A and an exchange of ideas. 
1. ガイダンス /guidance 
2. 発表および討議/  Presentation and discussion 
3. 発表および討議/  Presentation and discussion 
4. 発表および討議/  Presentation and discussion 
5. 発表および討議/  Presentation and discussion 
6. 発表および討議/  Presentation and discussion 
7. 発表および討議/  Presentation and discussion 
8. 発表および討議/  Presentation and discussion 
9. 発表および討議/  Presentation and discussion 
10. 発表および討議/  Presentation and discussion 
11. 発表および討議/  Presentation and discussion 
12. 発表および討議/  Presentation and discussion 
13. 発表および討議/  Presentation and discussion 
14. 発表および討議/  Presentation and discussion 
15. 発表および討議/  Presentation and discussion 
試験 試験は行わない。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
試験は行わない。ただし、各自のレジュメ、発表、討論の受け答えをもとに、総合的に評価する 。/  
There will be no examination. Students will be graded on overall performance and based on their handouts, 
presentations and participation in discussion. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
- 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業の具体的な進行方法については最初のガイダンスの際に説明する。/  How to proceed the lesson will 
be explained at the initial guidance. 
発表レジュメ・資料は発表の週の月曜日までに提出、配布すること。すべての出席者の活発な議論が求めら
れる。 /  Prepare and submit handouts and materials by the Monday of the week you are presenting. 
All students have to actively participate in the discussion. 



 

 国際文化研究科 

 
東アジア国際関係論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 水曜日 ６講時 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：勝間田 弘 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
International Relations of East Asia 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
The aim of this course is to gain comprehensive knowledge of international relations in East Asia.  In particular, 
it aims to explore the characteristics of international relations in this region and the key determinants of 
those characteristics.  The term "East Asia" here refers to the region encompassing Northeast and Southeast Asia.  
The former is the area in which China, Japan and Korea coexist, and the latter is the area managed by the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).  This East Asian region is diverse in terms of culture, religion, 
political systems and the levels of economic development.  What are the characteristics of international relations 
in such a diverse region, and what are their key determinants?  It is imperative that these issues be examined 
from multiple points of views.  This is why, in this course, various analytical concepts and theories in the 
social sciences will be covered, so as to gain comprehensive knowledge of international relations in East Asia.   
 
International Relations of East Asia I (in Japanese) and International Relations of East Asia II (in English) 
can be considered different courses.  The latter need not be seen as an extension of the former.  Students may 
choose to take either/both of them. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 With the aim of gaining comprehensive knowledge of international relations in East Asia, a wide range of 
topics will be covered in this course.  Specific topics to be covered in each lecture are not be fixed in advance, 
and will be decided on the basis of students' interests.  Examples of relevant topics include the following: 
1. Theories of international relations 
2. Regional security 
3. Economic cooperation and regional integration 
4. Trade and investment 
5. Japanese foreign policy in East Asia 
6. Chinese foreign policy in East Asia 
7. Korean foreign policy in East Asia 
8. Sino-Japanese relations 
9. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
10. ASEAN+3 and East Asia Summit 
11. Prospects for an East Asian community 
12. European Union and East Asia 
13. United States in the Asia-Pacific 
14. Human rights and democracy 
15. Global norms and world politics 
試験 Students will be graded on the basis of attendance, class participation, presentations, as well as exams 
and/or term papers. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
- Attendance and class participation 20% 
- Presentations 40% 
- Exams and/or term papers 40% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, and Rosemary Foot (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations 
of Asia (Oxford: Oxford University Press, 2014).  
David Shambaugh and Michael Yahuda (eds.), The International Relations of Asia, 2nd ed. (Lanham, Maryland: Rowman 
& Littlefield, 2014). 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
- Students should make an appointment and visit the course instructor's office when they have 
questions. 



 

 国際文化研究科 

 
日本宗教史Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ４講時 １０７講義室 

科目群/Categories：他学部開講科目，単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＫＬＡＵＴＡＵ ＯＲＩＯＮ 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
近代日本仏教史入門  
An Introduction to the History of Buddhism in Modern Japan 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
ペリー来航にともなった「開国」、そして明治維新によって、それまでの体制が動揺し、様々な形で変遷した。一部の知識人
に、江戸幕府を象徴する「旧弊」のひとつとして理解された仏教も、制度的な面のみならず、思想的にも再構築されていく過
程に置かれた。この科目では、この変遷過程の社会的な要素も念頭に置きながら、特に思想史的な側面を検討していく。  
After Perry's "opening" of Japan in 1853 and the Meiji restoration of 1868, Japan's social and political structures 
were forced to several changes. Buddhism, which was considered by a number of Meiji intellectual as one of the 
"ancient evils" symbolizing the former bakuhan system, was also changed not only in the institutional sense, but 
also in terms of ideas. We will look into this transformation process mainly from the perspective of intellectual 
history, but also keeping in mind the social aspects involved. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本講義において具体的に、次の三つの視点から近代仏教思想の理解を目指す―― （１）維新と宗門、（２）近代知と仏
教、（３）仏教とナショナリズム。  
In this course, the instructor will provide an overview of modern Japanese Buddhism from the following three 
perspectives: 1) The Buddhist Institution during the Meiji Restoration; 2) Buddhism and Modern Academic Knowledge; 
3) Buddhism and Nationalism. 
1. ガイダンス 
Orientation 
2. 「Modern Buddhism」研究の課題 
"Modern Buddhism" as an Academic Field 
3. 近代日本仏教の研究史と現状① 
The Study of Modern Japanese Buddhism in Japan: A History (1) 
4. 近代日本仏教の研究史と現状② 
The Study of Modern Japanese Buddhism in Japan: A History (2) 
5. 幕末期の仏教思想① 
Buddhist Thought in the Bakumatsu Period (1) 
6. 幕末期の仏教思想② 
Buddhist Thought in the Bakumatsu Period (2) 
7. 明治初期の仏教① 
Buddhism in the Early Meiji Period (1) 
8. 明治初期の仏教② 
Buddhism in the Early Meiji Period (2) 
9. 近代知と仏教① 
Buddhism and Modern Academia (1) 
10. 近代知と仏教② 
Buddhism and Modern Academia (2) 
11. 立憲国家と仏教① 
Buddhism and the Constitutional State (1) 
12. 立憲国家と仏教② 
Buddhism and the Constitutional State (2) 
13. 仏教と社会実践――新仏教運動をめぐって 
Buddhism and Social Practice: The New Buddhist Movement 
14. 近代仏教と「精神主義」  
Modern Buddhism and "Seishin-shugi" 
15. 全体のまとめ 
Concluding Remarks 
試験 本科目では、試験を行わない。  
No tests. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
平常点（出席、課題発表、レポート） 
Class attendance, presentation, final report. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
【参考書】大谷栄一・吉永進一・近藤俊太郎編『近代仏教スタディーズ――仏教からみたもうひとつの近代』法蔵館、2016年。 
その他の使用テキストおよび参考文献は、担当教員が授業にて指示する。Reference Text: Kindai Bukkyō sutadiizu, 
Hōzōkan, 2016. Other texts will be provided during class by the instructor. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 



 

８．その他/In addition： 
ゼミウエブサイト： <http://web.tohoku.ac.jp/modern-japan/> 



 

 国際文化研究科 

 
欧米国際関係論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 火曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：池田 亮 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
冷戦史の再検討 
 
Re-examination of the Cold War History 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
冷戦がいかに発生し、発展し、終焉したか、分析することを目的とする。冷戦とは単なる米ソ間のパワーとイデオロギーをめ
ぐる争いではない。両社以外の多くのアクターの政策の相互作用によって生まれたものであり、それは全世界のあり方を大き
く規定した。本授業を通じ、冷戦史に関する新しい解釈を提示し、発展させることを目指す。 
 
This class aims to analyse how and why the Cold War occurred, developed and ended. The Cold War was not merely 
US-Soviet conflicts over power and ideologies. It was rather what interactions between various actors brought 
about, and therefore greatly determined how the contemporary world has been shaped. This class is aimed at 
showing and developing new interpretations of the Cold War. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 学生は割り当てられた個所の要約を作成し、クラス全体で討論を行う。学生による積極的な参加を期待する。 
 
The students are requested to make a summary of assigned part of the week, and then to discuss its points. 
Students' participation is strongly encouraged. 
1. イントロダクション 
 
Introduction 
2. 冷戦と 20世紀の国際政治史 
 
The Cold War and the International History of the Twentieth Century 
3. アメリカの大戦略の出現、1945-1952 
 
The Emergence of an American Grand Strategy, 1945-1952 
4. ソ連と世界、1944-1949 
 
The Soviet Union and the World, 1944-1956 
5. ドイツ分断、1945-1949 
 
The Division of Germany, 1945-1949 
6. マーシャル・プランと西側の創設 
 
The Marshall Plan and the Creation of the West 
7. ケネディ期からジョンソン期までのアメリカ外交政策 
 
US Foreign Policy from Kennedy to Johnson 
8. 第三世界における冷戦、1963-1975 
 
The Cold War in the Third Word, 1963-1975 
9. 中東における冷戦：スエズ危機からキャンプ・デーヴィッド合意 
 
The Cold War in the Middle East: Suez Crisis to Camp David Accords 
10. ニクソン・フォード期におけるデタント、1969-1976 
 
Detente in the Nixon-Ford Years, 1969-1976 
11. 世界経済と冷戦、1970-1990 
 
The World Economy and the Cold War, 1970-1990 
12. デタント期からゴルバチョフまでのソ連外交政策、1975-1985 
 
Soviet Foreign Policy from Detente to Gorbachev, 1975-1985 
13. イスラム主義、イラン革命、およびソ連の侵攻 
 
Islamism, the Iranian Revolution, and the Soviet Invasion 
14. ドイツ統一、1985-1991 
 



 

the Unification of Germany, 1985-1991 
15. ソビエト連邦の崩壊、1990-1991 
 
The Collapse of the Soviet Union, 1990-1991 
試験 期末レポート 
 
The term papers that students are requested to submit. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加と学期末レポートによる。詳細は第１回の授業で通知する。 
 
Class participation and the term paper. Details are to be announced in the first session. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, eds., The Cambridge History of the Cold War, volume I, II, III, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010) 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
国際政治経済論総合演習Ａ 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：池田 亮 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際政治経済研究の課題と方法 A 
 
The problems and methods of the research on International Politics and Economics A 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
Ｔhe students make presentations on each topic, and exchange views on it. They are requested to learn the essence, 
topics and methodologies of IPE, and to have tuitions by their supervisors. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 一人あるいは数人の受講生の研究報告と、これに関する検討(質疑、応答)を中心に行う。 
 
Presentations by one or multiple students, and discussions on them. 
1. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
2. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
3. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
4. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
5. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
6. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
7. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
8. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
9. 全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方の明確化。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 
 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
10. 全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方の明確化。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 
 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
11. 全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方の明確化。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 



 

 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
12. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
13. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
14. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
15. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
試験 演習でのパフォーマンス（下記のような諸事項）による考査 
1. 研究資料の収集と扱い方、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 
 
1. How the students deal with research materials, research skills, presentation skills and so on 
2. How the students give their own views on others' presentations 
3. The contents of the students' dissertations. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
発表・報告と討論の内容に基づき、総合的に評価する。 
 
Presentations and class participation. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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。 
 
No specific textbooks. Presenters are requested to make and distribute their handouts. Suggestions are made on 
referenced materials where necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
特になし。 
 
N.A. 



 

 国際文化研究科 

 
国際政治経済論総合演習Ｂ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：池田 亮 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際政治経済研究の課題と方法 B 
 
The problems and methods of the research on International Politics and Economics B 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
Ｔhe students make presentations on each topic, and exchange views on it. They are requested to learn the essence, 
topics and methodologies of IPE, and to have tuitions by their supervisors. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 一人あるいは数人の受講生の研究報告と、これに関する検討(質疑、応答)を中心に行う。 
 
Presentations by one or multiple students, and discussions on them. 
1. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
2. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
3. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
4. 修士 1年次および博士 1年次受講者は研究計画の報告と研究の方向付け 
それ以外の受講者は研究の進捗状況の報告と自段階の研究の方法付け 
 
First-year students (master or doctor) make presentations on their research plans and basic frameworks. Other 
students make presentations on their dissertations. 
5. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
6. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
7. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
8. 先行研究のサーベイと質疑応答 
 
the survey of previous works, followed by questions and answers 
9. 全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方の明確化。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 
 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
10. 全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方の明確化。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 
 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
11. 全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方の明確化。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 



 

 
All students are requested to make presentations on the development of their own dissertations. Discussions and 
feedbacks by all attendants. 
12. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
13. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
14. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
15. 研究の取りまとめと発表会に向けた準備 
 
Preparations for the presentations at a GSICS workshop 
試験 演習でのパフォーマンス（下記のような諸事項）による考査 
1. 研究資料の収集と扱い方、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 
 
1. How the students deal with research materials, research skills, presentation skills and so on 
2. How the students give their own views on others' presentations 
3. The contents of the students' dissertations. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
発表・報告と討論の内容に基づき、総合的に評価する。 
 
Presentations and class participation. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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。 
 
No specific textbooks. Presenters are requested to make and distribute their handouts. Suggestions are made on 
referenced materials where necessary. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
特になし。 
 
N.A. 



 

 国際文化研究科 

 
多元文化構造論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 水曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：藤田 恭子 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
マイノリティ文化をめぐる諸問題 ールーマニアのドイツ語文化を事例としてー 
Introduction to the Study of minority culture: A Case of German-language Culture in Romania 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
ハプスブルク家治下のオーストリアが第一次世界大戦に敗れて解体された際、その一部はルーマニア領となりました。以後、
ルーマニアにおいてドイツ語話者の文化はマイノリティ文化となり、非常に興味深い展開を遂げます。第二次世界大戦中の軍
事独裁体制とホロコースト、戦後の社会主義独裁体制、そして 1989年の東欧革命を経て、2009年には作家ヘルタ・ミュラー
がノーベル文学賞を受賞しました。この間のルーマニアにおけるドイツ語文化の展開は、社会体制の変化と常に不可分でし
た。本講義では、ルーマニアのドイツ語文化を事例にマイノリティ文化を論じつつ、その際に目配りをすべき諸問題を解説し
ます。When the Austrian Empire was disassembled after the end of the First World War, parts of the Empire became 
Romanian territory. After that, German-language culture in Romania is a minority culture, and it has developed 
under difficult conditions. The development of this  culture in Romania has always been closely linked to the 
respective changes in the social system. Various problems in the study in this subject area are presented in 
this lecture . 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 ・主に次の点について講義します。このテーマに関わる諸概念自体の歴史性や政治性、ルーマニアやドイツおよびオー
ストリアの歴史、ドイツ語話者の政治的社会的立場、アイデンティティと言語の関係等。随時、質疑応答し、必要に応じて、
以下に記載したスケジュールを変更する可能性もあります。 
・文化の多元性をめぐり、受講生の皆さんに自ら問題を「発見」してもらいます。6月中旬に、自分が「発見」した問題につ
いて、発表してもらいます。そこでの議論を踏まえて、レポートを作成して下さい。 
・受講に際しては、ドイツ語の知識を前提としません。 
· We mainly deal with the following points. 
, 
Historical and political nature of concepts on this topic. History of Romania, Germany and Austria. Political 
and social position of German speakers in Romania. Relationship between identity and language etc. 
· Participants should "discover" problems of cultural pluralism by themselves. In the middle of June, they should 
introduce their own topic that they "discovered". Based on the discussions, Each student should write a seminar 
paper. 
· Knowledge of German is not a requirement for attending the lecture. 
1. オリエンテーション 
Guidance 
2. 問題領域への導入（１） 
Introduction to the Topic I 
3. 問題領域への導入（２） 
Introduction to the Topic II 
4. ルーマニアのドイツ語話者居住地域の多様性 
Diversity of German-language Culture in Romania 
5. ルーマニアのドイツ語文化・文学―20 世紀初頭まで― （１）  
German-language Culture and Literature in Romania - Until the Beginning of the 20th Century - I 
6. ルーマニアのドイツ語文化・文学―20 世紀初頭まで― （２）  
German-language Culture and Literature in Romania - Until the Beginning of the 20th Century - II 
7. ルーマニアのドイツ語文化・文学―20 世紀初頭まで― （３）  
German-language Culture and Literature in Romania - Until the Beginning of the 20th Century - III 
8. ルーマニアのドイツ語文化・文学―20 世紀前半― （１） 
German-language Culture and Literature in Romania - First half of the 20th Century - I 
9. 受講者による発表（レポートで扱う予定のテーマについて） 
Presentation by Participants 
10. ルーマニアのドイツ語文化・文学―20 世紀前半― （２） 
German-language Culture and Literature in Romania - First half of the 20th Century - II 
11. ルーマニアのドイツ語文化・文学―社会主義体制時代― （１） 
German-language Culture and Literature in Romania - Under Socialist System - I 
12. ルーマニアのドイツ語文化・文学―社会主義体制時代― （２） 
German-language Culture and Literature in Romania - Under Socialist System - II 
13. ルーマニアのドイツ語文化・文学―クリスマス革命以後― （１） 
German-language Culture and Literature in Romania -After the Christmas Revolution- I 
14. ルーマニアのドイツ語文化・文学―クリスマス革命以後― （２） 
German-language Culture and Literature in Romania -After the Christmas Revolution- II 
15. 総括 Summary 
試験 筆記試験は実施しません。Evaluation is performed comprehensively based on a submitted report and 



 

participation in discussion etc. 
５．成績評価方法/Evaluation Method： 

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。 
A submitted report, attendance and participation in discussion are evaluated. A report 70%, attendance and 
participation in discussion 30%. 

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

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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. 



 

 国際文化研究科 

 
環境共生行動論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
環境配慮行動のメカニズムと促進策 
mechanism and promotion of pro-environmental behavior 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
Students will gain a basic understanding about mechanism, promotion factors, and obstructive factors of pro-
environmental behavior from the view points of social psychology. Goal of this course is that students understand 
human behavior in public issues, and explain it based on behavior theories. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 環境問題に関わる協力行動と非協力行動の発生機構を、心理学的視点から解説する。 
Based on theories in social psychology, mechanism of cooperative behavior and non-cooperative behavior will be 
explained. 
1. リスク認知 
risk perception 
2. 社会的ジレンマ 1 
social dilemma 1 
3. 社会的ジレンマ 2 
social dilemma 2 
4. 援助行動としての環境配慮行動 
pro-environmental behavior viewed as helping behavior 
5. 態度と行動の不一致 
inconsistency between attitude and behavior 
6. コミュニケーションによる環境行動の促進 
promoting pro-environmental behavior thorough communication 
7. 交渉技術を用いた環境行動の促進 
promoting pro-environmental behavior using negotiation skill 
8. エンパワーメントの効果 
pro-environmental behavior and empowerment 
9. 公正と環境行動（相対的剥奪） 
fairness and pro-environmental behavior (relative deprivation) 
10. 公正と環境行動（分配的公正） 
fairness and pro-environmental behavior (distributive justice) 
11. 公正と環境行動（手続き的公正） 
fairness and pro-environmental behavior (procedural justice) 
12. 公正-協力の統合モデル 
integration of fairness theories and cooperative behavior theories 
13. 協力行動における遺伝要因と環境要因の影響 
impact of gene and developmental environemnta 
14. 協力行動の感染 
contagion of cooperative behavior 
15. まとめと試験 
Summary and a test 
試験 有り 
a test will be conducted 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
 
students who achieve more than 60 % of total score will pass. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
環境行動の社会心理学、広瀬幸雄、北大路書房 
Yukio, HIROSE, Social psychology for  Pro-environmental behavior. 
Kitaouji-shobo 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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。 
 
It is preferable to study basic words and theories in social psychology, in advance. 



 

 国際文化研究科 

 
持続可能型開発論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period： 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor： 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
 Sustainable Development II 
Sustainability, Sustainable Development, Sustainable Development Goals :SDGs and Development Assistance 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
  This class is introductory to aim at: 
1) providing the applied students with basic knowledge of sustainability, sustainable development and SDGs.  
Those three topics are addressed in the context of development assistance especially focusing on Japan’s Official 
development assistance (ODA). The outline of development assistance is also coved in this class. 
2) making the students aware of and familiarizing students with: 
factual situation and agenda/task of the above mentioned three topics in the frontline development assistant 
projects: What is going on and what is reality about the three topics? 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Outline of this class 
     This class is organized by lectures, discussions and mini research/presentation by the students. The covered 
subjects are what sustainability, sustainable development, Sustainable Development Goals are, issues and factual 
situation in development assistance projects. 
1. Session  1   Guidance  
                   The class outline including objectives/goals, schedule, components, assignments/mini research 
and presentati 
2. Session  2   Overview of Development Assistance: history, recent trend, present situations (aid volume, aid 
agencies, issues etc.) 
3. Session  3   Overviews of sustainability discourse, sustainable development and SDGs including their relation 
4. Session  4   Video Watching ( SDGs outline video and JICA’s video programs for SDGs) 
5. Session  5   SDGs: background, 17 goals and MDGs (Millennium Development Goals), 
6. Session  6   Case introduction and discussion using JICA’s development assistance projects related to 
sustainability and sustainable development 
7. Session  7   Special topic introduction and discussions: infrastructure and sustainable development( Disaster 
Risk Reduction and Sendai Framework may be addressed,) 
8. Session  8   Mini research and presentation preparation: Overviewing delivered  
references/reports to select the theme and consultation for theme selection with 
the instructor  In addition, how to make good power point slides is explained. 
9. Session  9   Ditto and fix the provisional theme for mini research/ presentation 
10. Session  10   Individual power point slide presentation and discussions: 
11. Session  11         -ditto- 
12. Session  12  Guest speaker’s presentation: From frontline filed of development assistance project related 
to sustainability 
13. Session  13  Individual power point slide presentation and discussions: 
14. Session  14  Feedback/reflection and further discussions 
15. Session  15  In class individual term paper preparation (Turn in due is two weeks later) 
       In addition, how to use good academic English is explained. 
試験 -- 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
The grading of this class will be based on the attitude, individual presentation and individual term paper with 
the following distribution: 
    1) Positive attitude to course works 20 % 
    2) Individual presentation 50% 
         This presentation will be evaluated by the presenter’s voice/attitude such as eye contact (10%), 
presentation skill (20%) and power point slide contents (20%) 
    3) Individual term paper 30 %( max 5 pages with figure and chart) 
   To pass this course, grade points more than 60% is required. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
There are not specific text books. Related references are handed out in class. It is recommended the students 
take a look at Brundtland Report “Our common future” referring to the web: 
    http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
For the theme selection of the mini research and presentation, the students can use the JICA reports or literatures 
related to the class subjects which will be introduced in class Session 7     and Session 8. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

1) This class gives more priority to practical case knowledge about development projects rather 
than theories.  
   2) Students are required to actively take part in class for discussion and presentation. 
   3) Specific background or experiences are not required 
4) In Session 9-12, each student will have 30 minutes for the presentation but time allocation 
will depend on the number of the students presentation time will be shortened. 
5) Flexible class operation can be taken: a little modification of lecture and discussions is 
possible during the class. 



 

 国際文化研究科 

 
環境教育論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 その他 連講 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor： 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Environmental Education and Education for Sustainable Development (ESD) to Transform Our World in the Age of 
SDGs 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
What do “education,” “environment,” and “sustainability” mean for you and us?  This course facilitates you 
to draw answers to this question and develop your own view of the role of environmental education (EE) and 
education for sustainable development (ESD) in the present world.  While the international society is striving 
to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, EE and ESD play a critical role to ensure a fair 
and participatory process.  In this course, we will study the concepts, approaches and contents of EE/ESD to 
critically consider how EE/ESD can empower people to transform our world toward sustainability through lectures, 
student presentations and participatory workshops. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 The course facilitates students to study and consider the concepts, approaches, and contents of EE/ESD 
through lectures and participatory workshops including discussions and presentations.  
*The schedule and contents are subject to change according to the students’ interests 
1. 第１回  Guidance – Overview of the Course & Introduction of Each Other 
2. 第２回  History of EE and ESD 
3. 第３回  Concepts of EE and ESD 
4. 第４回  Practices of EE and ESD 
5. 第５回  Approaches of EE and ESD 
6. 第６回   Example of EE/ESD Workshop – Roleplay 
7. 第７回  Discussion - Reflection of the Roleplay 
8. 第８回  Students’ Presentation & Discussion I – EE Case Studies 
9. 第９回  Students’ Presentation & Discussion II – EE Case Studies 
10. 第 10回  Students’ Presentation & Discussion III – EE Case Studies 
11. 第 11回  Example of EE/ESD Workshop – Photo Language 
12. 第 12回  Discussion - Reflection of the Photo Language 
13. 第 13回  Dialogues and EE/ESD 
14. 第 14回  Example of EE/ESD Workshop – Dialogues & Reflection 
15. 第 15回  Reflection of the Course & Discussion for the Final Report 
試験 試験   None (Submission of Final Report Required) 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
The evaluation will be conducted based on the following aspects. 
- Active participation in the course activities/ workshops: 30% 
- Individual presentation: 30% 
- Final report: 40% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Related reading materials will be distributed in class.  
For further reference, following books are recommended. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
To contact the instructor, send email to the address below. 
 
Sachi Ninomiya-Lim 
Associate Professor, Center for Liberal Arts, Tokai University 
sachinl@tokai.ac.jp 



 

 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/Day/Period：前期 木曜日 ４講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
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/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
- 



 

 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/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
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/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
- 



 

 国際文化研究科 

 
多元文化動態論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：長友 雅美 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
南米諸国にみられるドイツ系移民文化 German Immigrant Culture in South American Countries 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
移民と移民先での「同化 assimilation」問題を論じてきたハンチントン（Samuel P.Huntington:1927- 2008)は、2004年出版
の著書で、Daniel P. Moynihan (1927-2003）の言説を支持し, アメリカ合衆国の小学校で、暗誦用として良く用いられてき
た Emma Lazarus (1849-1887) の 14行詩 The New Colossusを引き合いに出し、この詩の内容は「不正確な作り話にすぎな
い」という。米国移住をなした人は「きわめて進取の気性に富み、自信に満ちた人間であり、自分が何をしているかを正確に
把握しており、完全に自立していた」というのである。【集英社文庫：ハンチントン：『分断されるアメリカ』2017年 306頁よ
り。】本当にそうなのか？今学期は、国際政治学者ハンチントンの言説を念頭に入れながら、南米各地に移民していった「ド
イツ語母語話者」たちの足跡を辿っていく。This lecture will first introduce the meaning of Emma Lazarus's poems and 
Huntington's ideas, and then deal with the issue of "assimilation" in the host society, focusing on German 
immigrants who are widely spread in South American countries. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－－ 
1. 第１回 講義方針説明、Emma Lazarus (1849-1887)の 14行詩 The New Colossus  Lecture outline: The meaning of a 
sonnet by American poet Emma Lazarus. 
2. 第 2 回 移民の諸相：世界中に広がるドイツ系移民と Vereinsmeyer  Immigration of German Speaking peoples. 
“Vereins-Meyer” as an archetype. 
3. 第 3回 ブラジル合衆国の中のドイツ系移民（計画移民）German immigrants in the United States of Brazil (as planned 
immigrants). 
4. 第 4回 ナチスドイツの影響を受けた人々とナチスドイツからの亡命ユダヤ人 Nazi Germany-affected people and exile 
Jews from Nazi Germany. 
5. 第 5回 ロシアから移民したドイツ系移民たち German immigrants from Russia. 
6. 第６回  メノナイトからメノニータへ ;南米に点在するキリスト教再洗礼派の人々  From “Mennonite” to 
“Mennonita”: Anabaptists scattered throughout South America. 
7. 第７回 チリ共和国への計画移民 The planned German immigration to Chile. 
8. 第８回 哲学者ニーチェの妹とその夫の病死で頓挫した計画移民地のその後 Failed Planned Immigration, Nietzsche's 
Sister and her husband Bernd Förster. 
9. 第９回 南米から発信していたドイツ語放送と移民の子孫 German Broadcast from South America and descendants of 
immigrants. 
10. 第 10回 ペルー共和国の山奥のオーストリア文化 Austrian culture in the mountains of the Republic Peru. 
11. 第 11回 ベネズエラ共和国のドイツ風村落に住む人々 German village in Venezuela. 
12. 第 12回 予備日（未定）The program is still to be decided. 
13. 第 13回 北米、アメリカ合衆国における「ユートピア運動」とドイツ系移民 Utopia Movement" in North America and 
the United States and German Immigrants. 
14. 第 14回 予備日（未定）The program is still to be decided. 
15. 第 15回 講義総括とディスカッション、レポート課題提出 Lecture Summary, Discussion, Report Submission 
 
試験 －－－ 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
 最終レポート提出によって判断する。Evaluation is performed comprehensively based on a submitted report. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
文献資料については、講義中にそのつど紹介する。References will be designated at every class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
 前もって読んでいただきたいのは、Who are We?: the Challenges to America's National Identity, 
(Simon & Schuster, 2004).または日本語訳：鈴木主税訳『分断されるアメリカ――ナショナル・アイデン
ティティの危機』（集英社, 2004 年）Book to read in advance: Who are We?: the Challenges to America's 
National Identity. 
   Simon & Schuster, 2004. 



 

 国際文化研究科 

 
多元言語文化論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 火曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：石幡 直樹 

科目ナンバリング/Course Numbering：KIC-OSO616J 

使用言語/Language Used in Course：日本語 

１．授業題目/Class Subject： 
Reading English Poetry 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
Close reading of classic works of English poetry allows us to catch a glimpse of life with joy and woe woven 
fine, nature red in tooth and claw with ravin, or deceiving elf called fancy. Analysis of the significance and 
consequence of what they inspire us with deepens our understanding of the force of poetry in this multicultural 
world. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 For social distancing against COVID-19, we deliver weekly on-demand movies at Google Classroom. Visit the 
Classroom and type the Class Code 5jx62bh. 
1. Week 1  ‘Riches I hold in light esteem’, ‘No coward soul is mine’ (Emily Brontë) 
2. Week 2  ‘Say not the struggle nought availeth’ (Arthur Hugh Clough), Requiescat (Matthew Arnold) 
3. Week 3  Dover Beach (Matthew Arnold) 
4. Week 4  Heraclitus (William Cory), Magna est Veritas (Coventry Patmore) 
5. Week 5  A Memory (William Allingham), The Woodspurge (Dante Gabriel Rossetti) 
6. Week 6  Sudden Light (Dante Gabriel Rossetti), Uphill (Christina Rossetti) 
7. Week 7  In May (James Thomson), ‘When I set out for Lyonnesse’ (Thomas Hardy) 
8. Week 8  The Darkling Thrush (Thomas Hardy) 
9. Week 9  The Going (Thomas Hardy) 
10. Week 10  On a Dead Child (Robert Bridges) 
11. Week 11  The Windhover: To Christ Our Lord (Gerard Manley Hopkins), The Lake Isle of Innisfree (William 
Butler Yeats) 
12. Week 12  Byzantium (William Butler Yeats) 
13. Week 13  Non sum quails eram bonae sub regno Cynarae (Ernest Dowson) 
14. Week 14  For the Fallen (Laurence Binyon) 
15. Week 15   ‘Time, you old gipsy man’ (Ralph Hodgson), Everyone Sang (Siegfried Sassoon) 
Instead of examination, presentation of your own explication and term-end short essay are required. 
試験 Instead of examination, presentation of your own explication and term-end short essay are required. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Evaluation is based on the presentations and the term-end short essay in Japanese or English. The theme, form 
and deadline of the short essay will be announced in the class. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
The textbook below is available in bookstores or libraries. 
Igirisu Meishisen (Masterpieces of English Poetry). Iwanami Shoten: Tokyo, 1990. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
多文化共生思想論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：山下 博司 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
史実の書き換えと娯楽映画 ―宗教対立を扱った作品を中心に―（”Rewriting of history” as presented in entertainment 
films dealing with religious conflicts） 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では過去の事件を扱った娯楽映画に頻出する「史実の書き換え」について考察する。まず世界の著名な映画から代表的
事例を紹介し、その上で、「宗教」および「宗教集団」の問題に講義の焦点を絞る。事例研究として、宗教対立にまつわる不
都合な事実の書き換えの先駆事例として特筆されるインドの大ヒット映画『ボンベイ』を詳しく取り上げる。この作品は、聖
地の帰属をめぐるムスリムとヒンドゥーの対立に端を発して勃発したボンベイ（現ムンバイ）での宗教暴動にまつわるものだ
が、多方面からの圧力にさらされ、完成まで紆余曲折をたどった。講義では、作品を鑑賞し台本を分析して問題点を洗い出す
とともに、異宗教間の和諧の願いとは裏腹の、商業映画というメデイアが抱える限界と危険性について考える。 
In this lecture series, I take up the topic of "rewriting of historical facts” occasionally used in contemporary 
films dealing with past events. First, I will introduce some typical examples in the world cinema, and then focus 
on the issues of religion and religious groups. As a case study, I will take a detailed look at the Indian movie 
"Bombay", a film noteworthy as a pioneer in rewriting inconvenient facts related to religious conflicts. This 
movie is about the Bombay Riot that started out following the conflict between Muslims and Hindus over the 
attribution of a sacred place, but the filmmaking was subjected to various pressures and resulted in presenting 
a distorted reality. In the lecture, we will watch this film, analyze the script to find out the problems, and 
think about the limitations and dangers of the commercial media. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 複数の文化圏にわたって当該課題を検討する。（We will consider this issue across multiple cultural spheres.） 
1. 第１回  序論（オリエンテーション） 
2. 第２回  映画における史実の書き換えの代表事例の検討 
3. 第３回  映画と宗教の諸問題―インドの事例を中心に― 
4. 第４回  イスラームとヒンドゥーの対立の歴史と現状 
5. 第５回  作品上映（１） 
6. 第６回  作品上映（２） 
7. 第７回  問題点の検証―映像分析―（１） 
8. 第８回  問題点の検証―映像分析―（２） 
9. 第９回  問題点の検証―シナリオ分析―（１） 
10. 第 10回  問題点の検証―シナリオ分析―（２） 
11. 第 11回  ドキュメンタリー映画におけるアヨーディヤ－ 
12. 第 12回  歪曲の遠因と背景 
13. 第 13回  ラーマ聖誕地奪還闘争のその後 
14. 第 14回  宗教と映画をめぐる最近の事 
15. 第 15回  結びと展望（concluding remarks） 
試験 パワーポイントを用いて講義をおこなう。実感を伴う理解に資するよう、ビデオ資料ないし映画なども適宜活用する。
（MS Powerpoint is used for the presentation purpose. Videos or visual materials are also employed.） 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
受講者数などにより柔軟に対処するが、基本的に平常点（出席状況）と期末のレポートにより総合的に評価する。（I may 
respond flexibly according to the number of participants, etc., but evaluation is performed comprehensively based 
on attendance and the term paper at the end of the semester.） 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
科書は特に指定しない。参考書については教室で指示する。（No textbook is specified. References will be designated 
in the course.） 
［参考書］山下博司・岡光信子『アジアのハリウッド―グローバリゼーションとインド映画―』東京堂出版、2010 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
電子メールでの連絡先：hyama4ta@yahoo.co.jp 



 

 国際文化研究科 

 
多文化比較思想論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 １講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐藤 透 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
〈もののあはれ〉を考える/Thinking about Mono-no-aware 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
江戸時代の思想家である本居宣長は、外来の思想を批判し、日本の伝統的な美的心情としての「もののあはれ」を称揚した。
この授業では、「もののあはれ」の日本的特性とは何か、それが他の文化の美意識とどのように異なるのか、を考える。 
/MOTOORI Norinaga, a Japanese thinker in the Edo period, criticized foreign philosophies and admired Mono-no-
aware as a Japanese traditional aesthetic feeling. In this course, students will think about Japanese 
Characteristics of Mono-no-aware and its difference from senses of beauty in other cultures. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 初めに講義のテーマについて概観し、次いで唐木順三「もののあはれ」をテキストとし、その内容について参加者で議
論する。 
/After surveying the topic, students will read the sections of Junzo Karaki’s “Mono no aware” and discuss the 
detailed contents. The contents and schedule are as shown below: 
1. 導入/ Introduction 
2. 第一節 事の心/ Section 1: Spirits of Events 
3. 第二節 あはれ/ Section 2: Aware 
4. 第三節 もののあはれ/ Section 3: Mono-no-aware 
5. 第三節 もののあはれ（２）/ Section 3: Mono-no-aware (Continuation) 
6. 第四節 感動と技巧/ Section 4: Emotion and Technique 
7. 第四節 感動と技巧（２）/ Section 4: Emotion and Technique (Continuation) 
8. 第五節 言葉と文字/ Sction 5: Languages and Letters 
9. 第六節 勧懲の排斥/ Section 6: Exclusion of the Rewarding-good-and-punishing-evil 
10. 第七節 反政治的政治論/ Section 7: Antipolitical Theory of Politics 
11. 第八節 感情移入の美学/ Section 8: Aesthetics of Empathy 
12. 第八節 感情移入の美学（２）/ Section 8: Aesthetics of Empathy (Continuation) 
13. 第九節 もののあはれの日本的性格/ Japanese Characteristics of Mono-no-aware 
14. 第九節 もののあはれの日本的性格（２）/ Japanese Characteristics of Mono-no -aware (Continuation) 
15. まとめ/ Conclusions 
試験 レポートをもって試験とする。 
/Submitted reports 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
平常点（授業への積極的参加）およびレポート。 
/Submitted reports, attendance and so on are evaluated. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
唐木順三「もののあはれ」『唐木順三全集 第七巻』筑摩書房、昭和 42年、所収。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業は、テキストのコピーおよび資料を配布して行う。授業の終わりにミニットペーパーを記入してもらう。
教員の連絡先は、授業中に伝える。 
/Copies of texts and references (handouts) are provided. Students will be requested to complete 
the "Minute Paper" at the end of the class. The contact information for the lecturer will be 
given in class. 



 

 国際文化研究科 

 
多文化交流史Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ４講時 川北キャンパスＣ３０５ 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：坂巻 康司 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
比較視覚芸術学講義 
Lecture of the visual arts comparative study 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
この講義は、映画をめぐる様々な批評的言説を精査し、その言説を通して文化の多様性を理解することを目的としています。 
This course is desined to provide students with the way of looking at various theories of film and understanding 
the cultural multiplicity through them. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 アニメーション作家として世界的に知られる高畑勲（1935－2013）は、50年以上に亘り、日本のアニメーションの世界
を牽引して来ました。若い頃にフランス文学を学び、そこから出発することで、創造者としての自らのスタイルを高畑は確立
しました。この授業では、彼の活動を「フランス文化と日本文化の融合」と看做し、その作品の意味を分析していきます。 
 One of the most famous authors of animation films, Isao Takahata(1935-2013), had been a top runner in the world 
of Japanese Animation for more than fifty years. Having studied French literature in his early days and started 
from this point, Takahata ensured his style as a creator. Considering his activity “a fusion of French culture 
and Japanese one”, this course aims to analyze all of his works. 
1. イントロダクション 
Introduction 
2. 日本アニメの黎明期   
Early days of Japanese Animation 
3. 創作の原点：グリモー『王と鳥』（『やぶにらみの暴君』） 
Origin of his creation : Le Roi et l’Oiseau 
4. 初期作品①：『太陽の王子ホルスの大冒険』（1968） 
Early works (1): The Great Adventure of Horus, Prince of Sun 
5. 初期作品②：『アルプスの少女ハイジ』（1974） 
Early works (2): Heidi, Girl of the Alps 
6. 初期作品③：『赤毛のアン』（1979） 
Early works (3): Anne of Green Gables 
7. 高畑とフランス文化①：プレヴェール『ことばたち』 
His favorite French cultures (1): Jacques Prévert 
8. 高畑とフランス文化②：ジヨノ＆バック『木を植えた男』 
His favorite French cultures (2): Jean Giono and Frédéric Back 
9. 高畑とフランス文化③：オスロ『キリクと魔女』 
His favorite French cultures (3): Michel Ocelot 
10. 加藤周一との出会い  
Encounter with Shuichi Kato 
11. 成熟期①：『火垂るの墓』（1988） 
Important works (1): Grave of the Fireflies 
12. 成熟期②：『おもひでぽろぽろ』（1991） 
Important works (2): Only Yesterday 
13. 成熟期③：『平成狸合戦ぽんぽこ』（1994） 
Important works (3): Pom Poko 
14. 晩年の達成：『かぐや姫の物語』（2013） 
Late work: The Tale of the Princesse Kaguya 
15. まとめ 
Conclusion 
試験 試験は実施せず、主にレポートで評価する予定です。 
Report(end of the semester) 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
成績評価の配分は、出席状況・授業での発言が 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。 
Report(end of the semester) 80% 
Attendances and assignments 20% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
参考書は初回授業時に指示します。 
The information for the reference books will be given in class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
やむをえない事情により講義のスケジュールが変更になることもあります。 



 

The schedule is subject to change due to instructor's unexpected meetings. 



 

 国際文化研究科 

 
多民族社会論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐藤 雪野 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Nations and Nationalism in East Central Europe (1) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
In this course, the way how children grow up to national members and how they establish their identities in a 
multi-lingual circumstance, are discussed and historical case studies in East Central Europe are presented. 
Students will present their comments on the texts, which will be provided at the class, so that they can actively 
study about the topic. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 We will read together the book below and other texts on the topic. The schedule is subject to change 
depending on circumstances. 
1. Orientation 
2. Short History of the Hapsburg Monarchy (1) 
3. Short History of the Hapsburg Monarchy (2) 
4. Czechs and Germans in Bohemia (1) 
5. Czechs and Germans In Bohemia (2) 
6. "Czech Schools for Czech Children"(1) 
7. "Czech Schools for Czech Children"(2) 
8. Teachers, Orphans, snd Social Workers (1) 
9. Teachers, Orphans, snd Social Workers (2) 
10. Warfare, Welfare, and the End of Empire (1) 
11. Warfare, Welfare, and the End of Empire (2) 
12. Reclaiming Children for the Nation (1) 
13. Reclaiming Children for the Nation (2) 
14. Individuals, State, and Nationalism 
15. Conclusion 
試験 Evaluation is based on a submitted report. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Attendance, assignment: 50%   Report: 50% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Zahra, Tara, Kidnapped Souls, National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands 1900-1948, 
Ithaca and London, 2008. 
Students need not to prepare the textbook before. 
References will be designated in the course. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
The further information for the lecture will be given in class. 
Students who want to participate in this lecture in Japanese language, please contact the 
instructor before or come to the first class.  
この授業の日本語版について関心がある学生は、事前に講師に連絡を取るか、第１回の授業に参加してくだ
さい。 



 

 国際文化研究科 

 
多文化共生論総合演習Ａ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：坂巻 康司 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
多文化共生論の基礎と発展(6)－A Basis and development of studies on multiculturalism (6)-A 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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（前期 2年次、後期 2年次）Presentations by MC/DC second-year students 
4. 研究テーマの発表（後期 3年次）Presentations by DC third-year students 
5. 研究テーマの発表（前期 1年次）Presentations by MC 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（前期 1年次）Presentations by MC first-year students as preparing for the “Research Title 
Form” 
9. 博士論文中間発表会題目の発表（後期 3年次） Presentations by a DC third-year student as preparing for the 
“Interim Presentation of Doctoral Thesis” 
10. 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” 
11. 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” 
12. 修士論文構想発表会の予行演習（前期 2年次）・博士論文中間発表会の予行演習（後期 3年次）Presentations by a MC 
second-year student as rehearsal for the “Presentation of the Master's Thesis Plan”+Presentations by a DC 
third-year student as rehearsal for the “Interim Presentation of Doctoral Thesis 
13. 研究題目発表会の予行演習（前期 1 年次）Presentations by MC first-year students as rehearsals for the 
“Presentation of the Research Title” 
14. 博士論文草稿発表会の予行演習（後期 3年次）Presentations by a DC third-year student as rehearsal for the 
“Presentation of a Doctoral Thesis Draft” 
15. 博士論文草稿発表会の予行演習（後期 3年次）Presentations by a DC third-year student as rehearsal 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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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/Day/Period：後期 月曜日 ４講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：坂巻 康司 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
多文化共生論の基礎と発展(6)－B Basis and development of studies on multiculturalism (6)-B 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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 2年次）Presentations by a DC second-year student 
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. 研究内容と進捗状況の紹介（1）（前期 1年次）Presentations by MC first-year students 
9. 修士論文執筆状況の発表（１）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students 
10. 修士論文執筆状況の発表（２）（前期 2年次）Presentations by MC second-year students 
11. 研究内容と進捗状況の紹介（2）（後期 2年次）Presentations by a DC second-year student 
12. 研究内容と進捗状況の紹介（３）（研究生）Presentations by Research students 
13. 研究内容と進捗状況の紹介（4）（後期 3年次）Presentations by DC third-year students 
14. 修士論文発表会の予行演習（前期 2 年次）Presentations by MC second-year students as rehearsals for 
the“Presentation of the Master's Thesis” 
15. 研究内容と進捗状況の紹介（5）（後期 3年次）Presentations by DC third-year students 
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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ３講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：小野 尚之 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Lexical Semantics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
The aim of this course is to provide students with a basic understanding of the lexicon and lexical semantics 
that comprise an important part of modern linguistics. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 How do people understand words? Lexical Semantics answers this question by exploring how word meanings are 
represented in the speaker’s mind, how they are associated with each other, and how meanings are composed into 
words. This course introduces and discusses some essential topics in the recent development of the research 
field. 
1. General introduction to the study of meaning, 
2. Componential analysis of word meanings (1) 
3. Componential analysis of word meanings (2) 
4. Semantic relations (1) 
5. Semantic relations (2) 
6. Polysemy (1) 
7. Polysemy (2) 
8. Lexical decomposition (1) 
9. Lexical decomposition (2) 
10. Semantics of nouns (1) 
11. Semantics of nouns (2) 
12. Semantics of verbs (1) 
13. Semantics of verbs (2) 
14. Semantics of adjectives 
15. Wrap up 
試験 Term paper 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Course requirements 
1. Regular attendance, 2. Readings, 3. In-class oral presentation, 4. A term paper 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Cruse, Alan 2004. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford University Press. 
Murphy, M. Lynne 2010. Lexical Meaning. Cambridge University Press. 
Pustejovsky, James and Olga Batiukova. 2019. The Lexicon. Cambridge University Press. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Office hours: Thursday, 9:30-noon or by appointment 



 

 国際文化研究科 

 
認知言語学Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ２講時 ５３１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：上原 聡 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
認知言語学研究概論 
Topics in Cognitive Linguistics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
言語学の新たな方向性を根源的に問い直す新しいパラダイムとして認知言語学は近年着実に進展している。その言語研究の
アプローチにおける基本的な考え方、分析方法を学ぶ。言語の語彙・形態レベルの現象からはじめ、その研究手法に基づく様々
な言語現象を扱った最近の研究論文を読み最近の研究動向について知る。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 認知言語学の研究分野のうち、認知語形成論と認知形態論に関するテキストを読み、議論をしながら理解を深めて行
く。 
1. 講義内容紹介、イントロダクション 
2. 認知言語学における品詞論、 
3. 汎言語的な品詞分類と基準、個別言語性 
4. カテゴリーとプロトタイプ 
5. 言語の構造・文法の慣習性、生産性と新規性 
6. 文法化と主観化 
7. 語彙から統語・文法へ 
8. 形態を動機づけるものー頻度 
9. 規則活用と不規則活用 
10. 派生と活用 
11. 語彙の活用と事象構造 
12. 語彙の形式の言語間差異と文化的動機づけ 
13. 形態素の順序とその動機づけ 
14. 形態素列の歴史的変化とその動機づけ 
15. 歴史的変化の動機づけと文法化 
試験 認知言語学の基本的な概念を説明する力を問う内容。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席・課題 30％ 
発表 30％ 
期末レポート 40％ 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
上原聡・熊代文子 2007『音韻・形態のメカニズム̶認知音韻・形態論のアプローチ̶』研究社 
他の論文・参考文献を講義で指示する。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
オフィスアワー：最初の講義のときに決める。 
 
注意！： 
Google Classroomに [KM11220] 認知言語学Ⅱ というクラスを作成しました。 
皆さんの 東北大メールのアカウント（学生は DC メールのアカウント）で、登録してください。クラス コ
ードは 
aqpnao2 
です。 



 

 国際文化研究科 

 
語用論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ３講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：中本 武志 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
語用論入門 
Introduction to pragmatics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
含意とポライトネスを中心に、最新の論文を通して語用論の基本概念を学ぶ。 
データは主として日本語、中国語、英語を用いる。 
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. 
Many of the examples come from English, Japanese and Chinese. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 語用論の主な対象を概観した後で、特に含意とポライトネスを中心に学ぶ。 
はじめの８回で基本概念を概観し、残りの７回で最近の論文を輪読する。 
After over-viewing main topics in pragmatics, we will focus on implicature and politeness by reading the latest 
papers. 
1. 情報構造（１）：機能的文分析 
Information structure (1)： Functional sentence perspective 
2. 情報構造（２）：「ハ」と「ガ」 
Information structure (2)："wa" and "ga" in Japanese 
3. ダイクシス 
Deixis 
4. 語の含意 
Connotation 
5. 会話の含意 
Implicature 
6. 関連性理論 
Relevance theory 
7. ポライトネス（１） 
Politeness (1) 
8. ポライトネス（２） 
Politeness (2) 
9. 英語論文の輪読１ 
Critical reading and discussion of recent papers (1) 
10. 英語論文の輪読２ 
Critical reading and discussion of recent papers (2) 
11. 英語論文の輪読３ 
Critical reading and discussion of recent papers (3) 
12. 英語論文の輪読４ 
Critical reading and discussion of recent papers (4) 
13. 英語論文の輪読５ 
Critical reading and discussion of recent papers (5) 
14. 英語論文の輪読６ 
Critical reading and discussion of recent papers (6) 
15. 英語論文の輪読７ 
Critical reading and discussion of recent papers (7) 
試験 試験は行わない。 
No examination. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
出席（10%） 
授業への積極的な参加 (50%) 
課題の提出 (40%) 
Attendance (10%) 
In-class participation in discussions (50%) 
Submission of Assignments (40%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書は用いない。 
参考書は随時紹介する。 
No textbooks. 
Suggestions for further readings will be provided in class. 



 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
オフィスアワー：随時。アポイントメントが必要。 
Office hours: By appointment. 
takeshi.nakamoto.e3@tohoku.ac.jp 



 

 国際文化研究科 

 
日本語解析論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 １講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：副島 健作 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Introduction to Japanese Linguistics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course covers Japanese linguistics to help students understand Japanese pronunciation, grammar, vocabulary 
for communication, and to deepen their thinking about the difference from the other languages such as native 
language of Japanese learners. 
Students should have N3 (or higher) on the Japanese Language Proficiency Test or the equivalent or higher 
proficiency in Japanese 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This is a lecture-centered course. 
1. Introduction 
2. Phonetics  
1. Phonetic Inventory 
2. Suprasegmental Feature – Accent 
3. Acquisition Issue 
3. Phonology I 
1. Phonological Rules in Japanese 
2. Sequential Voicing – “Rendaku” 
4. Phonology II 
3. Mora vs. Syllable  
4. Length Requirements 
5. Loanwords 
5. Phonology III 
6. Accentuation in Japanese 
7. Mimetics – Palataliztion 
8. Acquisition Issues 
6. Morphology I 
1. Parts of Speech Categories 
2. Morpheme Types 
7. Morphology II 
3. Word Formation 
4. Issues in Japanese Morphology (1): Transitive and Intransitive Verb Pairs 
5. Issues in Japanese Morphology (2): Nominalization 
8. Morphology III 
6. Issues in Japanese Morphology (3): Compounding 
7. Acquisition Issues 
9. Syntax I 
1. Syntactic Structure 
2. Word Order and Scrambling 
3. Reflexives 
10. Syntax II 
4. Passives 
5. Causatives 
11. Semantics I 
1. Word meaning and Sentence Meaning 
12. Semantics II 
2. Tense and Aspect 
13. Semantics III 
3. Verb Semantics 
4. Pragmatics 
5. Acquisition Issues 
14. Language Variation 
1. Dialectal Variation 
2. Style and Levels of Speech 
3. Gender Differences 
4. Acquisition Issues 
15. Conclusion 
試験 the final report or the final exam 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 



 

Class participation 40%, examination 30%, essay (including short essays) 30% 
６．教科書および参考書/Textbook and References： 

Natsuko Tujimura 2014. An Introduction to Japanese Linguistics. - Third Edition. Oxford: Wiley-Blackwell 
７．授業時間外学習/Preparation and Review： 

2020 
８．その他/In addition： 

Students should have N3 (or higher) on the Japanese Language Proficiency Test or the equivalent 
or higher proficiency in Japanese 



 

 国際文化研究科 

 
心理言語学Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 水曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：中山 真里子 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Psycholinguistics II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
Psycholinguistics is the field of psychology that focuses on understanding mental processes underlying the 
acquisition, production, and comprehension of language. In this course, students will be introduced to various 
topics in psycholinguistics. In the first half of the semester, the focus of the lectures will be on the key 
issues with which psycholinguistics is concerned. In the second half of the semester, the students will gain an 
in-depth knowledge of the processes involved in successful word reading and word production by learning relevant 
theories and reading classic to current empirical literature in the specific areas of study. During the course, 
students are also expected to give a short group presentation on a topic that is relevant to the lecture. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Students will be introduced to various topics in psycholinguistics: 
1. Course introduction and overview 
2. What is language? Evolution of language 
3. Language development 1 
4. Language development 2 
5. Student presentation 
6. Word recognition 1 
7. Word recognition 2 
8. Second language acquisition and bilingualism 1 
9. Second language acquisition and bilingualism 2 
10. Disorders of language 
11. Student presentation 
12. Eye movement in reading 1 
13. Eye movement in reading 2 
14. Language comprehension and production 1 
15. Language comprehension and production 2 
試験 Term paper 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Presentation 30%, Term paper 50%, Active participation in class discussion 20% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
References: Harley, Trevor, A. (2014). The Psychology of Language: From Data to Theory. Psychology Press. New 
York, NY. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Disclaimer:  Course contents may vary from the schedule to meet the needs of students. 



 

 国際文化研究科 

 
言語科学研究総合演習Ａ 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：小野 尚之 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
言語科学研究の方法と実践(5) 
Methodology and Practice in Language Science (5) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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. Thereby the students will acquire the necessary methodology and skills 
to conduct research in language science and to present the results. Therefore, there will be no exam. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
なし 
None 



 

 国際文化研究科 

 
言語科学研究総合演習Ｂ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：小野 尚之 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
言語科学研究の方法と実践(6) 
Methodology and Practice in Language Science (6) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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. Thereby the students will acquire the necessary methodology and skills 
to conduct research in language science and to present the results. Therefore, there will be no exam. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
なし 
None 



 

 国際文化研究科 

 
コーパス言語学Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ３講時 Ｍ４０５言語実験室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：岡田 毅 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
An Introduction to Corpus Linguistics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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 systems provided by the university. 
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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
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Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：志柿 光浩 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
言語運用能力とは何か 
What is language proficiency? 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
CEFR作成の背景にある考え方の理解を進めながら、言語運用能力とは何かという評価論の根本問題について考えていきます。
また、CEFRの基本概念と具体的な利用可能性についての理解を深めます。 
 
The participants will have an opportunity to reflect on a fundamental question concerning language learning 
evaluation: what is language proficiency?. To approach the question, we will use CEFR as a reference. Main 
concepts of CEFR and its possibility of application in practice will be discussed. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 指定された文献を事前に熟読し、その内容の要旨を自分なりにまとめて、授業で発表し、これをもとに討議を進めてい
きます。 
 
The participants will summarize their understanding of the contents of assigned readings in class presentations. 
1. オリエンテーション 
 
Orientation 
2. CEFR作成の歴史的経緯(1) 
 
Historical background of CEFR (1) 
3. CEFR作成の歴史的経緯(2) 
 
Historical background of CEFR (2) 
4. CEFR作成の歴史的経緯(3) 
 
Historical background of CEFR (3) 
5. CEFR作成の歴史的経緯(4) 
 
Historical background of CEFR (4) 
6. CEFRの基本概念(1) 
 
Basic concepts of CEFR (1) 
7. CEFRの基本概念(2) 
 
Basic concepts of CEFR (2) 
8. CEFRの基本概念(4) 
 
Basic concepts of CEFR (4) 
9. CEFRの基本概念(5) 
 
Basic concepts of CEFR (5) 
10. CEFRの具体的利用(1) 
 
CEFR in use (1) 
11. CEFRの具体的利用(2) 
 
CEFR in use (2) 
12. CEFRの具体的利用(3) 
 
CEFR in use (3) 
13. CEFRの具体的利用(4) 
 
CEFR in use (4) 
14. CEFRの具体的利用(5) 
 
CEFR in use (5) 
15. まとめ 
 



 

Wrap-up 
試験 試験以外の方法で評価します。 
 
There will be no written examination. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
各回の授業での指定文献の要旨発表 35% 
授業での討論への貢献 30% 
中間レポート 15% 
最終レポート 20% 
 
Class presentations summarizing assigned readings: 35% 
Contribution to the discussion: 30% 
Mid-term report: 15% 
Final report: 20% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
参考文献 
 
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.  
(http://rm.coe.int/1680459f97)  吉島茂、大橋理枝訳・編 (2014)『外国語教育 II 外国語の学習、教授、評価のためのヨ
ーロッパ共通参照枠 追補版 』朝日出版社 
 
Council of Europe. (2018). Common European Framework Of Reference For Languages: Learning, Teaching. Assessment. 
Companion Volume With New Descriptors  (http://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-
2018/1680787989) 
 
Green, Anthony. (2012). Language Functions Revisited: Theoretical and Empirical Bases for Language Construct 
Definition Across the Ability Range. Cambridge University Press. 
 
奥村三菜子, 櫻井直子, 鈴木裕子編 (2016).『日本語教師のための CEFR』くろしお出版 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業は日本語で行います。 
 
Class activities will be conducted in Japanese. 



 

 国際文化研究科 

 
ＩＣＴ応用言語教育論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ４講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：杉浦 謙介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
ICT応用言語教育論 II 
Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
この授業は、ICTを応用した言語教育の方法を習得することを目的とする。 
教員が ICTを応用した言語教育の方法を概説し、その概説にしたがって学生が教材を作成し、その教材について全員で議論す
るなかで、ICTを応用した言語教育の方法を習得する。 
 
Der Kurs zielt darauf ab, die Methoden für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik 
zu erlernen. 
Der Lehrer stellt die Methoden für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik im Umriss 
dar. Nach der Darstellung entwerfen die Studierenden ihre Unterrichtsmaterialien, diskutieren miteinander darüber 
und erlernen dadurch die Methoden für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 教員が ICTを応用した言語教育の方法を概説し、その概説にしたがって学生が教材を作成し、その教材について全員で
議論するなかで、ICTを応用した言語教育の方法を習得する。 
 
詳細は授業 Webサイト(下欄)に掲載する。 
 
Der Lehrer stellt die Methoden für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik im Umriss 
dar. Nach der Darstellung entwerfen die Studierenden ihre Unterrichtsmaterialien, diskutieren miteinander darüber 
und erlernen dadurch die Methoden für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik. 
 
Einzelheiten stehen in der Webseite des Kurses (unten). 
1. オリエンテーション 
Orientierung 
2. ICTを応用した言語教育用教材の設計(1) 
Planen der Materialien für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik (1) 
3. ICTを応用した言語教育用教材の設計(2) 
Planen der Materialien für den Sprachunterricht mittels Informations- und Kommunikationstechnik (2) 
4. PDF/HTML教材の作成とリンクによる体系化・複層化(1) 
Entwerfen der Unterrichtsmaterialien in PDF oder HTML und deren Systematisieren und Schichtbilden durch Verlinken 
(1) 
5. PDF/HTML教材の作成とリンクによる体系化・複層化(2) 
Entwerfen der Unterrichtsmaterialien in PDF oder HTML und deren Systematisieren und Schichtbilden durch Verlinken 
(2) 
6. MP3音声ファイルの作成・編集(1) 
Entwerfen und Verarbeiten der MP3-Dateien (1) 
7. MP3音声ファイルの作成・編集(2) 
Entwerfen und Verarbeiten der MP3-Dateien (2) 
8. ICTを応用したタスクの作成(1) 
Entwerfen der Aufgaben mittels Informations- und Kommunikationstechnik (1) 
9. ICTを応用したタスクの作成(2) 
Entwerfen der Aufgaben mittels Informations- und Kommunikationstechnik (2) 
10. スクリーン・キャスティングと反転授業への応用(1) 
Aufzeichnen von Bildschirmaktivitäten und dessen Anwenden auf den umgedrehten Unterricht (1) 
11. スクリーン・キャスティングと反転授業への応用(2) 
Aufzeichnen von Bildschirmaktivitäten und dessen Anwenden auf den umgedrehten Unterricht (2) 
12. Webテストの設計・作成(1) 
Entwerfen der Web-Prüfungen (1) 
13. Webテストの設計・作成(2) 
Entwerfen der Web-Prüfungen (2) 
14. ICTを応用した授業の実施方法 
Methoden des Sprachunterrichts mittels Informations- und Kommunikationstechnik 
15. まとめ 
Schluss 
試験 実施しない。 
 
Keine Prüfung. 



 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
作成教材（50%）と議論（50%）によって評価する。 
 
Entworfene Unterrichtsmaterialien (50%) und Diskussionen (50%) sind Bewertungsgrundlagen. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
詳細は授業 Webサイト(下欄)に掲載する。 
 
Einzelheiten stehen in der Webseite des Kurses (unten). 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
授業 Webサイト： 
https://sugiura.stars.ne.jp/ 
 
面談：メールで日時調整 
 
Die Webseite des Kurses: 
https://sugiura.stars.ne.jp/ 
 
Besprechung: per E-Mail ansetzen. 



 

 国際文化研究科 

 
対照言語学Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ３講時 ５３１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：中村 渉 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
レキシコンと統語論のインターフェイス 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
レキシコンと統語論の関係、特に、動詞の項が統語的に具現化される過程を扱うリンキングはどのような言語理論を採用する
にせよ、現代の言語理論の中心的テーマになっている。この授業では、語の意味と統語論のインターフェイスに関する基礎的
な文献を教科書として、概観を行う予定である。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 各テーマを事前に簡単に概観する講義を行い、その後、テーマに関する章を報告してもらいながら議論を深めていく。 
1. 語の意味（意味関係の分類、多義性、意味拡張、プロトタイプ、曖昧性） 
2. 語の意味（意味関係の分類、多義性、意味拡張、プロトタイプ、曖昧性） 
3. 項交替（項選択、目的語の格下げ、使役／起動交替） 
4. 項交替（使役／逆使役交替、場所格交替） 
5. 移動動詞の類型論（様態／結果の相補性） 
6. 予備 
7. 語彙的意味構造（意味役割、マクロロール／プロトロール、語義分解，メレオロジーと被作用性） 
8. 語彙的意味構造（意味役割、マクロロール／プロトロール、語義分解，メレオロジーと被作用性） 
9. 項のマッピング（語彙論的アプローチ：LFG, HPSG） 
10. 項のマッピング（構文論的アプローチ） 
11. 語彙論的アプローチ／構文論的アプローチの論争 
12. 語彙論的アプローチ／構文論的アプローチの論争 
13. 最近の言語理論における論争 
14. 予備 
15. まとめ 
試験 試験はなし。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業への参加（報告の内容・プレゼン）は 60％、期末レポートが 40％。 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Stephen Wechsler (2015)  Word Meaning and Syntax: Approaches to the Interface.  Oxford University Press. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
第二言語教授法Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 水曜日 ２講時 ５３１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：菅谷 奈津恵 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
第二言語・外国語教授法 II Second and Foreign Language Teaching Methods II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。学期末には、初級レベルの教材について 2000字程度の書評レポートを作成する。
This course introduces foundations of second/foreign language teaching methods focusing on Japanese language 
education. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 内容及び進度予定は以下のとおりである。The contents and schedule are as shown below: 
1. 授業オリエンテーション Course orientation 
2. コースデザイン Course design 
3. ライティングの指導法：ピアレスポンス Teaching writing: Peer response 
4. 外国語教授法 Foreign Language Teaching Methods 
5. 初級の教室活動 Activities for the beginner class 
6. 初級の教室活動 Activities for the beginner class 
7. 教材分析 Analyzing teaching materials 
8. 教材分析 Analyzing teaching materials 
9. 初級クラスの参観 Class observation 
10. 初級クラスの参観 Class observation 
11. 教材分析 Analyzing teaching materials 
12. 教材分析 Analyzing teaching materials 
13. ライティングの指導法 Teaching writing 
14. ライティングの指導法 Teaching writing 
15. まとめ Summary 
試験 試験は実施しない。There are no exams. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
小レポート 1：10％、小レポート 2：20％、期末レポート(書評レポート）：40%、提出物・授業参加度 30% 
Assignment 1: 10％, Assignment 2: 20％, Final assignment: 40%, Class participation and homework assignments: 30% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
参考書 References 
鮎澤孝子編（2014）『日本語教育実践』凡人社 
今井新悟・伊藤英明編（2019）『日本語の教科書がめざすもの』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 
深澤のぞみ・本田弘之（2019）『日本語を教えるための教材研究入門』くろしお出版 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
教材は毎回の授業でプリントを配付する。References are handed out at every class. 



 

 国際文化研究科 

 
神経言語学Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＪＥＯＮＧ ＨＹＥＯＮＪＥＯＮＧ 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Neurolinguistics Ⅱ 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course overviews how language is represented in the brain and discusses its implication for language 
education. Topics to be covered in this course include speech perception, reading, lexical processing, syntax, 
semantics, discourse and bilingual language processing. Major neuroimaging techniques such as fMRI, EEG/ERP, MEG 
and NIRS will be also introduced. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 We will discuss assigned articles and book chapters. 
Overview by instructor and presentation by students. 
1. Introduction 
2. Historical overview of language and brain 
3. Basic brain anatomy and function of human brain 
4. Methods and techniques of neuroimaging (fMRI, EEG, MEG, NIRS) 
5. Concept of experiment: How to design experiments                                                                  
Field trip to neuroimaging lab at IDAC and fMRI scanner 
6. Speech and phonology 
7. Visual word processing 
8. Semantics/meaning of words 
9. Morphology and Syntax 
10. Sentence comprehension and production 
11. Bilingual language processing 
12. Second language acquisition 
13. Learning and memory 
14. Procedural and declarative memory 
15. Language communication/ Discourse/ Theory of mind 
試験 Student’presentation and final paper 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
1. Presentation（30%）: Students give a summary presentation on an assigned article.  
 
2. Research proposal or paper（70%）: Choose 1 or 2 
1) Students write a brief research proposal based on their own interest (introduction, purpose, method and 
expected results) (4 pages, double spaces) 
2) Choose your topic and find relevant three peer-reviewed, published journal articles on cognitive science of 
language and write a short review paper (6 pages〜10 pages, double spaces). The paper should clearly summarize 
the main points and argument and should conclude your own stance as well as suggestions for future study.  
* Proposaland paper should be formatted according to APA (6th ed.). 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Assigned articles will be distributed weekly.  
 
【References】 
1． David Kemmerer (2015). Cognitive Neuroscience of Language, Psychology Press 
2． Bernard J. Baarsm & Nicole M. Gage (Eds.), (2010). Cognition, brain & consciousness: Introduction to cognitive 
neuroscience. Academic Press/Elsevier. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
応用言語研究総合演習Ａ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：杉浦 謙介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
応用言語研究演習(A) 
 
Seminar in Applied Linguistics A 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
This course aims to get basic knowledge and method for research, presentation and thesis in applied linguistics. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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。 
 
Through individual and collective instructions and presentations, this course aims to get basic knowledge and 
method for research, presentation and thesis in applied linguistics. 
1. オリエンテーション 
orientation 
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) 
basic knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
basic knowledge and method for thesis in applied linguistics(5) 
15. まとめ 
summary 
試験 実施しない。 
None 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業での発表や討議等によって総合的に判断する。 
On the basis of activities 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要に応じて指示する。 
To set if necessary 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
応用言語研究総合演習Ｂ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ５講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：杉浦 謙介 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
応用言語研究演習(B) 
 
Seminar in Applied Linguistics B 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
This course aims to get knowledge and method for research, presentation and thesis in applied linguistics. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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。 
 
Through individual and collective instructions and presentations, this course aims to get knowledge and method 
for research, presentation and thesis in applied linguistics. 
1. オリエンテーション 
orientation 
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) 
knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
knowledge and method for research in applied linguistics(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) 
knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
knowledge and method for presentation in applied linguistics(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) 
knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
knowledge and method for thesis in applied linguistics(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) 
knowledge and method for thesis in applied linguistics(5) 
15. まとめ 
summary 
試験 実施しない。 
None 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業での発表や討議等によって総合的に判断する。 
On the basis of activities 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
必要に応じて指示する。 
To set if necessary 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
農業と経済成長 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ４講時 農学部資源環境経済学コース演習室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：冬木 勝仁 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
Economic development and agriculture 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
Main objective is to develop understanding of the agricultural transformation in developing Asia under the impacts 
of rapid economic growth, industrialization, urbanization, global warming, and globalization. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Introduction and briefing on a textbook adopted. Contents and progress schedule will be announced at the 
first class. 
1. Introduction and briefing on a textbook adopted. Contents and progress schedule will be announced at the first 
class. 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
試験 Presentation of textbook 50%, presentation of homework 30%, and discussion 20% 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Presentation of textbook 50%, presentation of homework 30%, and discussion 20% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
It will be announced at the first class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Office hour:  Please make an appointment with each professor by e-mail.  
 
FUYUKI 
e-mail:  katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp              
office: E213 
 
TAKASHINO 
e-mail:  ninat@tohoku.ac.jp              
office: N209 
 
KEENI 
e-mail:  minakshikeeni@gmail.com              
office: E215 
 
Our offices are located on the 2nd floor of Multidisciplinary Research Laboratory of Agricultural 
Science (K01 building) in Aobayama Campus. 



 

 国際文化研究科 

 
研究のための倫理（英語） 

曜日・講時/Day/Period：後期 その他 連講 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：池田 光穂 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
Introduction to Research Ethics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
We will present you an introduction to research ethics for garduate students. We take a standardized teaching 
protocol for understanding research ethics borrowed from Japanese text books by use of case discussion method 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 -- 
1. Introducing to Workshop Style Class, and The three axioms for the modern research ethics 
2. Topic: A Change of Plans 
3. Topic: The Selection of Data 
4. Topic: Discovering an Error 
5. Topic: Discovering an Error in the CFP 
6. Topic: Is It Plagiarism? 
7. Topic: A Career in the Balance 
8. Topic: Tests on Students 
9. Topic: A Change of Protocol 
10. Topic: Publication Practices 
11. Topic: Publication Practices 
12. Topic: A Commercial Opportunity? 
13. Topic: The Elemental Form of fieldworkers' Ethics 
14. Topic: Animal experiment, experimental trial by using animals instead human object 
15. Topic: A Conflict of Commitment 
試験 Topic: Subjective Maxims for you, a scientist 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Grading of qualification will be evaluated from self-evaluation points from each students' portfolios, 50%, and 
attainment points of student's reports, 50% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
You can get and read hand-outs and assigned papers from web-site [https://goo.gl/v5w8Hp] chiefly in Japanese. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
中近世日本思想論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：曽根原 理 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
近世の日本思想史入門 
An Introduction to the Intellectual History of Early Modern Japan 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
近世の日本思想史について、仏教・儒教などを対象として概要を把握する。基本的に講義形態で、現代の研究をもとに通史的
な紹介を行うが、受講者の希望にあわせて、原資料解読に取り組む機会なども設けたい。 
In this course, by focusing on Buddhism and Confucianism, we will explore the general features of the history of 
early modern Japanese thought. The course will consist of lectures, where students will be provided an historical 
overview based on contemporary research. However, upon request from the students, we will also provide 
opportunities to work directly on primary sources. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 基本的に講義形式として、毎回、PPTスライドで概要を説明する。補足的に、関連する資料を配布し読解を試みる。質
疑は授業時間内にも対応し、コメントペーパーにも電子メールで回答する。 
The course will consist of lectures, where we will introduce subjects with the use of PowerPoint slides. As a 
complement, we will also engage in some analysis of primary sources and allow time for questions. 
1. キリスト教と神国思想 
Christianity and Shinkoku Ideology 
2. 天海（1536-1643） 
Tenkai 
3. 林羅山（1583-1657）と林家 
Razan and the Hayashi Family 
4. 山崎闇斎（1619-1682） 
Yamazaki Ansai 
5. 貝原益軒（1630-1714） 
Kaibara Ekiken 
6. 新井白石（1657-1725）と雨森芳洲（1668-1755） 
Arai Hakuseki and Amenomori Hōshū 
7. 前半の講義に関する質疑等 
Review Class (Q&A class) 
8. 伊藤仁斎（1627-1705）と荻生徂徠（1666-1728） 
Itō Jinsai and Ogyū Sorai 
9. 黄檗と安楽律 
Ōbaku and the Anraku Precepts 
10. 蘭学 
Dutch Studies 
11. 安藤昌益（1703-1762） 
Andō Shōeki 
12. 本居宣長（1730-1801） 
Motoori Norinaga 
13. 平田篤胤（1776-1843） 
Hirata Atsutane 
14. 水戸学 
The Mito School 
15. 福沢諭吉（1835-1901） 
Fukuzawa Yukichi 
試験 試験は行わない No tests 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
毎週提出のコメントペーパーと、学期末提出のレポートにより、総合的に判断する 
Assessment will be based on weekly comment papers and a final report. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
佐藤弘夫ほか編『概説日本思想史』（ミネルヴァ書房、2005年） 
田尻祐一郎『江戸の思想史』（中公新書、2011年） 
末木文美士『日本思想史』（岩波新書、2020年） 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
特になし 
n/a 



 

 国際文化研究科 

 
環境資源経済論 Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 水曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：佐藤 正弘 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Environmental and Resource Economics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course offers a general introduction to the basic theories of environmental economics and resource economics, 
and provides students with theoretical tools to explore interactions between the Earth system and economic system. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Students are not required to have obtained any knowledge of economics in advance. The economic concepts 
and models needed to understand the course are provided in class. 
1. Introduction 
2. Market equilibrium and welfare economics 
3. Market equilibrium and welfare economics 
4. Market equilibrium and welfare economics 
5. Market failure 
6. Market failure 
7. Economic theories of environmental policies 
8. Economic theories of environmental policies 
9. Economic theories of environmental policies 
10. Economic theories of natural resources 
11. Economic theories of natural resources 
12. Economic theories of natural resources 
13. Economic theories of ecosystem services 
14. Economic theories of sustainable development 
15. Conclusions, Final examination 
試験 Final examination 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Students are evaluated on 1)their submitted assignments (3-4 times, 40%) and 2)the final examination (60%). 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
To be designated 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Lab: GSICS-303, Kawauchi Campus 
E-mail: masahiro.sato◎tohoku.ac.jp（◎を@に置き換えてください, Please replace ◎ by @） 



 

 国際文化研究科 

 
プロジェクトリスクマネージメント I 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ３講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：泉 貴子 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Project risk management I 
 
プロジェクトリスクマネジメント I 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course aims to learn processes and procedures related to project management. It includes an exercise of 
project planning, and students will give a presentation on the proposal that they developed. This will focus on 
the projects related to global challenges such as disaster risk reduction, environment, gender, and development. 
 
この講義はプロジェクトマネジメントのプロセスと手法を学ぶことを主な目的としている。同時に、防災、環境、ジェンダー、
開発問題などのグローバルな課題を解決するためのプロジェクト企画・申請書の作成を学生自身が行い、それらを発表し議論
を行う。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This course consists of lectures, discussions, group work/exercise, and presentation. 
 
この講義は、講義、議論、グループワーク、発表を行い、学生の活発な発言を期待している。 
1. Introduction 
 
イントロダクション 
2. What is project management? 
 
プロジェクトマネジメントとは何か？ 
3. Major actors of the project management for global issues - UN agencies, international organizations, and NGOs. 
 
プロジェクトマネジメントに参加するアクターの役割：国連、国際機関、NGOなど 
4. Key global challenges I - environment 
 
主なグローバルな課題 I： 環境 
5. Key global challenges II - disaster 
 
主なグローバルな課題 II： 災害 
6. Key global challenges III - gender 
 
主なグローバルな課題 III： ジェンダー 
7. Sustainable Development Goals 
 
持続可能な開発目標 
8. Case studies I: 
 
プロジェクト事例 I 
9. Case studies II: 
 
プロジェクト事例 II 
10. Case studies III: 
 
プロジェクト事例 III 
11. Exercise I: Development of a projec proposal 
 
プロジェクト申請作成 I 
12. Exercise II: Development of a projec proposal 
 
プロジェクト申請作成 II 
13. Presentaton and discussion on project proposals devloped in the class I 
 
発表と議論 I 
14. Presentaton and discussion on project proposals devloped in the class II 
 
発表と議論 II 
15. Summary and discussion 



 

 
授業の総括 
試験 Presentation and final report 
 
発表と最終レポート 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Evaluation is performed comprehensively based on attendance (40%), group work/presentation (20%),  participation 
in regular discsusions (20%), and final report (20%). Attendance is extremely important. 
 
評価は、出席（40％）、グループワーク・発表（20％）、議論への参加（20％）、最終レポート（20％）の総合評価によって採
点する。 
 
出席、 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Documents related to the Sustainabl Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. 
 
「持続可能な開発目標（SDGｓ）」、「仙台防災枠組」など。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
プロジェクトリスクマネージメント Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period： 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：劉 庭秀 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
プロジェクトリスクマネジメントⅡ ：持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組み 
Project Risk Management Ⅱ：Efforts toward Achieving the SDGs 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
急変する現代社会には、地球環境問題、自然災害、金融・保険、情報セキュリティ、政治・外交等々実に様々なリスクに満ち
溢れている。この講義では、各分野の著名人や専門家をゲストスピーカーとして招聘し、多様なプロジェクトや事例に基づい
てリスクマネジメントの特徴と重要性について幅広く講義する。 
 
There are various risks in the rapidly changing modern society such as global environmental issues, natural 
disasters, finance, insurance, information security, politics and diplomacy and so on. In this lecture, we invite 
special experts from multiple areas as a guest speaker and give lectures on the features and importance of risk 
management broadly based on the diversified range of projects and case studies. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 この講義では、各分野の著名人や専門家をゲストスピーカーとして招聘し、多様なプロジェクトや事例に基づいてリス
クマネジメントの特徴と重要性について幅広く講義する。 
In this lecture, we invite special experts from multiple areas as a guest speaker and give lectures on the 
features and importance of risk management broadly based on the diversified range of projects and case studies. 
 
数回は特別講義を開催し、残りは集中講義で実施する。                              
Several times will be conducted a special seminar by distinguished speakers, and the rest are intensive course 
works. 
1. 授業の概要 
Introduction 
2. 金融リスク 
Financial Risk 
3. 情報セキュリティーとリスクマネジメント 
Information Security and Risk Management 
4. 保険とリスク管理 1 
Insurance and Risk Management 1 
5. 保険とリスク管理 2 
Insurance and Risk Management 2 
6. 災害リスクマネジメント 
Disaster Risk Management 
7. 気候変動リスク 
Climate Change Risk 
8. 国際協力事業におけるリスク管理 
Risk Management in International Cooperation Project 
9. 国際協力とリスクマネジメント 
International Cooperation and Risk Management 
10. 国際協力とカントリーリスク 
International Cooperation and Country Risk 
11. 環境問題とリスク 1 
Environmental Issues and Risk 1 
12. 環境問題とリスク 2 
Environmental Issues and Risk 2 
13. 安全保障とリスク 1 
Security Guarantees and Risk 1 
14. 安全保障とリスク 2 
Security Guarantees and Risk 2 
15. 授業の総括 
General overview 
試験 レポート提出 
Submission of Report 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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 50% 
(2) レポート 50％ 
 
Your overall grade in the class will be decided based on the following: 



 

(1) Class attendance and attitude in class:50% 
(2) Report: 50% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
・昨年の講義内容 
Content of Last Year's Lecture  
 
グローバルリスクマネジメントと保険  
Global Risk Management and Insurance  
  
保険事業の概要と これからの保険事業  
Introduction of Insurance Foundation and its Future  
  
第 4次産業革命の概況  
Overall Condition of 4th Industrial Revolution  
  
認知症と社会基盤  
Dementia and Social Infrastructure  
  
モビリティビジネスの新たな潮流  
New Tide of Mobility Business  
  
途上国向けの金融サービス  
Financial Services for Developing Country  
  
JICAと SDGs  
JICA and SDGs  
  
JICAの防災協力  
Disaster Prevention Cooperation by JICA  
  
水と衛生（SDGs ゴール 6）に係る取組  
Attack of Water and Sanitary Responsible for SDGs 6   
  
廃棄物管理と自然環境保全 （SDGsゴール 12、15）に係る取組  
Attack of Waste Management and Conservation of Natural Environment Responsible for   
SDGs 12 and 15  
  
SDGsとパートナーシップ  
SDGs and Partnership 



 

 国際文化研究科 

 
地域の計画と開発 I 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ２講時 １１１講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
地域の計画と開発 I Regional Planning and Development I 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では，持続可能な地域発展に資する計画を策定するため，地域の住民（消費者）や生産者の行動を分析，理解する上で
有用な理論的分析枠組みであるミクロ経済学を学習する．消費者や生産者の行動，ゲーム理論といった基礎的な概念について
学んだ上で，不確実性下の意思決定，市場の失敗や社会厚生分析といった地域の発展を考えるために重要な概念について学
ぶ． 
 
This course covers a theoretical basis for analyzing regional problems towards sustainable development of regions 
based on microeconomic theory, including consumer and producer behavior, decision making under uncertainty, and 
game theory. Students learn market failure and welfare analysis, which are key concepts to understand 
environmental pollution and project evaluation. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本講義では，サービスの消費者や生産者の行動，不確実性下の戦略の理論的基礎について学ぶ．その上で，環境汚染な
どの問題を理解する上で有用となる市場の失敗や，プロジェクト評価の基礎となる厚生分析といった概念について学ぶ． 
 
This course provides a theoretical basis to analyze consumer and producer behavior, strategies under uncertainty. 
Students learn market failure and welfare analysis, which are key concepts to understand environmental pollution 
and project evaluation. 
1. オリエンテーション Orientation 
2. 消費者の行動（１）Consumer behavior (1) 
3. 消費者の行動（２）Consumer behavior (2) 
4. 消費者の行動（３）Consumer behavior (3) 
5. 不確実性 Uncertainty 
6. ゲーム理論（１） Game Theory (1) 
7. ゲーム理論（２） Game Theory (2) 
8. 生産者の行動（１）Producer behavior (1) 
9. 生産者の行動（２）Producer behavior (2) 
10. 生産者の行動（３）Produce behavior (3) 
11. 完全競争市場 Perfect Competition 
12. 一般均衡と厚生 General Equilibrium and Welfare 
13. 市場の失敗（１）：非対称情報 Market Failure (1): Asymmetric Information 
14. 市場の失敗（２）：外部生と公共財 Market Failure (2): Externalities and Public Goods 
15. 最終試験  Final Examination 
試験 有り Yes 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
レポートによって評価する． 
 
You are expected to complete and submit assignments and your grade will be determined by your score of assignment. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Nicholson, W. and Snyder,C., Theory and Application of Intermediate Microeconomics, South-Western Cengage 
Learning. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
地域の計画と開発 Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
地域の計画と開発 II Regional Planning and Development II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course covers a theoretical basis for analyzing regional problems towards sustainable development of regions 
based on microeconomic theory, including consumer and producer behavior, decision making under uncertainty, and 
game theory. Students learn market failure and welfare analysis, which are key concepts to understand 
environmental pollution and project evaluation. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This course provides a theoretical basis to analyze consumer and producer behavior, strategies under 
uncertainty. Students learn market failure and welfare analysis, which are key concepts to understand 
environmental pollution and project evaluation. 
1. Orientation 
2. Consumer behavior (1) 
3. Consumer behavior (2) 
4. Consumer behavior (3) 
5. Uncertainty 
6. Game Theory (1) 
7. Game Theory (2) 
8. Producer behavior (1) 
9. Producer behavior (2) 
10. Produce behavior (3) 
11. Perfect Competition 
12. General Equilibrium and Welfare 
13. Market Failure (1): Asymmetric Information 
14. Market Failure (2): Externalities and Public Goods 
15. Final Examination 
試験 Yes 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Requirements for grading (other than attending lectures) are submitting reports and giving presentations. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Nicholson, W. and Snyder,C., Theory and Application of Intermediate Microeconomics, South-Western Cengage 
Learning. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
グローバルガバナンスと安全 

曜日・講時/Day/Period：前期 水曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：大河原 知樹 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
アジア・アフリカ研究とグローバル移民・難民・ディアスポラⅡ/ Global migration and diasporas in Asian and African 
studies Ⅱ 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
現在、わたしたちは、世界規模での移民・難民・ディアスポラの問題に直面しています。具体的にはどのような問題なのでし
ょうか？本講義では、学生は、(1)移民・難民・ディアスポラとは何か、(2)現代における世界規模での移民・難民・ディアス
ポラがひき起こす問題、(3)具体的な事例を、文献講読・批評・討論を通して理解します。次に、(4)このテーマに関する事例
研究を一つ選択し、最終課題として提出します。国際移民・難民・ディアスポラに起因するグローバルな安全保障の理解が重
要です。/ Nowadays we encounter various problems of global migration, refugees and diasporas.  What kind of 
problems are associated with migration, refugees and diasporas?  In this class, students will understand (1) 
what migration, refugees and diasporas are meant by, (2) problems associated with global migration, refugees and 
diasporas in the contemporary world, (3) case studies, by articles reading, critical reviews and discussions, 
and then choose (4) a case study for this subject which they will submit it as their term paper.  Issues of 
global security associated with global migration, refugees and diasporas are to be considered. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 最初に、移民・難民・ディアスポラに関する研究を講義および討論を通じて理解します。その後、学生が担当論文の要
約を発表し、それに関する討論を実施します。最終講義では、総合討論を実施します。/ In the first four lectures, students 
will understand research studies of migration, refugees and diasporas through lectures and discussions.  Then, 
each student will make a summary of a designated article, and students will discuss and review it.  In the final 
lecture, students will make a general discussion. 
1. 移民・難民・ディアスポラ研究 1/ Research studies of migration, refugees and diasporas 1 
2. 移民・難民・ディアスポラ研究 2/ Research studies of migration, refugees and diasporas 2 
3. 討論/ Discussion 
4. グローバルな移民問題：問題の定義 1/ The global migration crisis: the crisis defined 1 
5. グローバルな移民問題：問題の定義 2/ The global migration crisis: the crisis defined 2 
6. グローバルな移民問題：問題の定義 3/ The global migration crisis: the crisis defined 3 
7. 討論/ Discussion 
8. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 1/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 1 
9. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 2/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 2 
10. 環境的及び地政学的ショックに伴う国際移民 3/ International migration following environmental and geopolitical 
shocks 3 
11. 討論/ Discussion 
12. 事例研究 1/ Case studies 1 
13. 事例研究 2/ Case studies 2 
14. 討論/ Discussion 
15. 総合討論/ General discussion 
試験 筆記試験は実施しない。最終レポートが試験となります。/ Students are required to submit the term paper instead 
of paper test. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
最終レポート（60％）平常点（40％）により評価します。/ The term paper (60%) and class participation (40%) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
ウェイナー，マイロン（1999）『移民と難民の国際政治学』内藤嘉昭訳，明石書店．/ Weiner, Myron (1995) The global 
migration crisis, Challenges to states and the human rights, 1995, Boulder, CO. 
経済協力開発機構（OECD）編著（2018）『世界の移民政策 OECD国際移民アウトルック（2016年版）』徳永優子訳，明石書店．
/ OECD (2016) International migration outlook 2016, Paris. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
環境レジリエンスと持続可能性 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ２講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
環境レジリエンスと持続可能性 Advanced Lecture on Environmental Resilience and Sustainability 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course covers methodologies for analyzing environmental and economic problems to support the design of 
sustainable development planning. Students learn the basics of mathematical modeling of consumer and producer 
behavior, based on microeconomics. Application examples will be introduced from regional development, 
environmental and resource management, and other elements. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This course covers the basic techniques of mathematical modeling, including microeconomics, convex 
optimization, and other approaches. Application examples are drawn from transportation systems, regional 
development, environmental and resource management, and other elements. 
1. Orientation 
2. Consumer behavior (1) 
3. Consumer behavior (2) 
4. Consumer behavior (3) 
5. Uncertainty 
6. Game Theory (1) 
7. Game Theory (2) 
8. Producer behavior (1) 
9. Producer behavior (2) 
10. Produce behavior (3) 
11. Perfect Competition 
12. General Equilibrium and Welfare 
13. Market Failure (1): Asymmetric Information 
14. Market Failure (2): Externalities and Public Goods 
15. Final Examination 
試験 Examination or Assignments will be conducted 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Requirements for grading (other than attending lectures) are submitting reports and giving presentations. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Nicholson, W. and Snyder,C., Theory and Application of Intermediate Microeconomics, South-Western Cengage 
Learning. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
研究のための倫理（日本語） 

曜日・講時/Day/Period：後期 火曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：野家 伸也 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
研究のための倫理 
 
Ethics for Academic Research 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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。 
 
 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. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 研究倫理について理論と実践の両面から学ぶ 
1. 序論──研究倫理学の理念 
Introduction : The idea of research ethics 
2. 公共知としての科学 
Science as public knowledge 
3. 公共圏としての科学者共同体 
Scientific community as public sphere 
4. 研究者の倫理的責任（１）責任という概念──哲学的分析 
Ethical responsibility of researchers (1) The concept of responsibility : Philosophical analysis 
5. 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 
Ethical responsibility of researchers (2) Responsibility for society : External ethics 
6. 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 
Ethical responsibility of researchers (3) Responsibility for science itself : Internal ethics 
7. 研究のための倫理規範 
Ethical standards for research 
8. 研究不正の事例研究（１）ピルトダウン人事件 
Case study of research misconduct (1) Piltdown Man hoax 
9. 研究不正の事例研究（２）旧石器発掘捏造事件 
Case study of research misconduct (2) The fabrication of paleolithic culture 
10. 研究不正の事例研究（３）シェーン事件 
Case study of research misconduct (3) Schoen’s case 
11. 心理学実験の問題（１）モンスター・スタディ 
Problems of human research (1) Monster Study 
12. 心理学実験の問題（２）ミルグラムの服従実験 
Problems of human research (2) Milgram’s experiment on obedience to authority 
13. 心理学実験の問題（３）スタンフォード監獄実験 
Problems of human research (3) Stanford prison experiment 
14. 心理学の軍事利用の問題 
Problems of military use of psychology 
15. 動物実験の問題 
Problems of animal research 
試験 最終回に筆記試験を行なう 
 
Take the written exam in the final class 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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。 
 
Students are evaluated on their points from the final test and the level of class participation. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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。 
 
No textbooks will be used. References are handed out at every class. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
質問はメールでも受け付ける（メールアドレス：noe@tohtech.ac.jp）。 



 

 
 Students can email their questions (address : noe@tohtech.ac.jp). 



 

 国際文化研究科 

 
調査方法論（日本語） 

曜日・講時/Day/Period：前期 木曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
調査方法論（日本語）  Methodology of Investigation (Japanese) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では，調査やデータ分析を行うための確率・統計に関する基礎的な知識や，回帰分析の考え方や方法を学ぶ．さらに，
パネルデータや実験データといった調査データの種類に応じた分析方法を理解し，統計ソフトウェアを使用して分析できる
力を身につけることを目的とする． 
 
This course covers the basic knowledge of probability, statistics, and regression analysis. Students also learn 
the analytical methods of panel data, experimental and quasi-experimental data, and develop skills of statistical 
computing by using R. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 確率・統計に関する基礎的な内容を復習した後，回帰モデルの推定，仮説検定，信頼区間について解説する．さらに，
パネルデータや実験データといった調査データを用いる際の分析手法について解説する． 
 
This course is lecture-centered. This course provides a review of the basic knowledge of probability and statistics 
and an explanation of estimation, hypothesis tests, and confidence interval in regression analysis. This course 
also provides the analytical methodologies of panel data, experimental and quasi-experimental data, and develop 
skills to apply. 
1. オリエンテーション Orientation 
2. 確率（１） Probability (1) 
3. 確率（２） Probability (2) 
4. 統計（１） Review of Statistics (1) 
5. 統計（２） Review of Statistics (2) 
6. 単回帰分析（１） Linear Regression with One Regressor (1) 
7. 単回帰分析（２） Linear Regression with One Regressor (2) 
8. 重回帰分析（１） Multiple Regressors (１) 
9. 重回帰分析（２） Multiple Regressors (２) 
10. 重回帰分析（３） Multiple Regressors (３) 
11. パネルデータを用いた回帰 Regression with Panel Data 
12. 二値変数の応答データを伴う回帰  Regression with a Binary Dependent Variable 
13. 実験および擬似実験データの取扱（１） Experiments and Quasi-Experiments (1) 
14. 実験および疑似実験データの取扱（２） Experiments and Quasi-Experiments (2) 
15. 期末試験 Final Examination 
試験 有り A test will be conducted 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
レポートによって評価する 
 
You are expected to complete and submit assignments and your grade will be determined by the assignments. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Stock, J.H. and Watson, M.W., Introduction to Econometrics, Pearson Education. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
調査方法論（英語） 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：青木 俊明 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
調査方法論（英語） Methodology of Investigation (English) 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course covers the basic knowledge of probability, statistics, and regression analysis. Students also learn 
the analytical methods of panel data, experimental and quasi-experimental data, and develop skills of statistical 
computing by using R. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This course is lecture-centered. This course provides a review of the basic knowledge of probability and 
statistics and an explanation of estimation, hypothesis tests, and confidence interval in regression analysis. 
This course also provides the analytical methodologies of panel data, experimental and quasi-experimental data, 
and develop skills to apply. 
1. Orientation 
2. Review of Probability (1) 
3. Review of Probability (2) 
4. Review of Statistics (1) 
5. Review of Statistics (2) 
6. Linear Regression with One Regressor (1) 
7. Linear Regression with One Regressor (2) 
8. Multiple Regression (1) 
9. Multiple Regression (2) 
10. Multiple Regression (3) 
11. Regression with Panel Data 
12. Regression with a Binary Dependent Variable 
13. Experiments and Quasi-Experiments (1) 
14. Experiments and Quasi-Experiments (2) 
15. Final Examination 
試験 A test will be conducted 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Requirements for grading (other than attending lectures) are submitting reports and giving presentations. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Stock, J.H. and Watson, M.W., Introduction to Econometrics, Pearson Education. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
日本語史Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ３講時 １１３講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＺＩＳＫ ＭＡＴＴＨＥＷ ＪＯＳ 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
日本語史Ⅱ 
History of the Japanese Language II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
この授業では音韻、文法、語彙、表記、方言形成、言語接触等の側面から日本語の歴史を学ぶ。日本語の起源説と系統につい
て学んだ後に、奈良時代から江戸時代までの日本語の変化を時代ごとに見ていく。 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 －－ 
1. 第 1回   日本語史へのいざない 
2. 第 2回   日本語の起源説と系統 
3. 第 3回   奈良時代の日本語 I：資料、音韻 
4. 第 4回   奈良時代の日本語 II：文法、語彙、方言 
5. 第 5回   奈良時代の日本語 III：文字・表記（漢字の伝来を含めて） 
6. 第 6回   日本語史調査法 I：古辞書の引き方 
7. 第 7回   平安時代の日本語 I：資料、音韻 
8. 第 8回   平安時代の日本語 II：文法、語彙、方言 
9. 第 9回   平安時代の日本語 III：文字・表記 
10. 第 10回  平安時代の日本語 IV：日本語の“漢化”（日本語における漢字・漢文の影響） 
11. 第 11回  日本語史調査法 II：用例の集め方 
12. 第 12回  鎌倉・室町時代の日本語 I：資料、音韻 
13. 第 13回  鎌倉・室町時代の日本語 II：文法、語彙、方言、文字・表記 
14. 第 14回  江戸時代の日本語 I：資料、音韻 
15. 第 15回  江戸時代の日本語 II：文法、語彙、方言、文字・表記 
試験 上記のスケジュールに従って授業を進める予定であるが、学生の要望等に応じて若干変更になる可能性がある。授業中
のディスカッションと練習問題に加え、毎週宿題が課される予定である。学期末に持ち帰りテスト（小問題とレポート）があ
る。 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
以下の基準に従って成績評価を決定する予定である。 
出席・参加：30% 
宿題：30% 
期末試験（持ち帰りテスト）：40% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
指定の教科書はない。その代わり、毎週日本語史についての論文と専門書からの抜粋（日本語と英語）を配布する（配布は PDF
にて）。 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
国際経済政策論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period： 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor： 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Macroeconomic Policy and International Economic Linkage 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
Trace the mechanism of international transmission of macroeconomic policy effects, and understand the friction 
underlying the formation of international economic policy cordination. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Outline: Introduce analytical models, data, and application examples; then proceed to 
apply them to real-world policy issues. 
1. 1 Intoduction to the lecture and the related literature. Some introductory 
       examples. 
2. 2 Alalytical models of and data for international economic policy analysis 1 
3. 3 Alalytical models of and data for international economic policy analysis 2 
4. 4 Alalytical models of and data for international economic policy analysis 3 
5. 5 Alalytical models of and data for international economic policy analysis 4 
6. 6 Alalytical models of and data for international economic policy analysis 5 
7. 7 Applications of international economic polucy analysis 1 
8. 8 Applications of international economic polucy analysis 2 
9. 9 Applications of international economic polucy analysis 3 
10. 10 Applications of international economic polucy analysis 4 
11. 11 Applications of international economic polucy analysis 5 
12. 12 Application to real-world policy issues 1 
13. 13 Application to real-world policy issues 2 
14. 14 Application to real-world policy issues 3 
15. 15 Presentation of results from assigned excercises. 
試験 -- 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
A few assignments of application excersise along the lecture 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Introduce in class 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
Active participation in class discussion is encouraged. 



 

 国際文化研究科 

 
国際経済関係論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 月曜日 ３講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：土屋 陽一 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
国際経済関係論Ⅱ International Economic Relation II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では、国際経済学だけでなく広く社会科学において基本となるデータ・数量分析の基礎知識、分析方法を学ぶ。 
This course provides basic concepts and tools of data and quantitative analysis in social sciences including 
international economics. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 本講義は教員によるレクチャーを中心として行う。履修者は自らデータ分析の実習を授業中に行い、セメスターを通じ
て自身のプロジェクトを実施、完成する。 
This course is a lecture-oriented. However, students are required to work on exercises on data analysis in class 
and complete own projects during the semester. 
1. イントロダクション Introduction 
2. 因果関係 Causality 
3. 測定 Measurement 
4. 予測：回帰分析 Prediction: Regression analysis 
5. 予測：回帰分析と因果関係 Prediction: Regression analysis and causality 
6. 発見 Discover 
7. 応用例 1 Application 1 
8. 応用例 2 Application 2 
9. 確率：基礎 Probability: Preliminary 
10. 確率：大標本理論 Probability: Large sample theorems 
11. 不確実性：推定 Uncertainty: Estimation 
12. 不確実性：仮説検定 Uncertainty: Hypothesis testing 
13. 発展的トピック 1 Advanced topic 1 
14. 発展的トピック 2 Advanced topics 2 
15. 期末試験 Final exam 
試験 あり Final exam 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
期末試験、課題、プロジェクトの合計で評価する。３つのうち最もスコアの良いものを 50%、残りの２つをそれぞれ 25%で評
価する。 
The final grade will be based on the final exam, assignments, and project. One of the components that scores 
best will be weighed 50%, and the remaining two will be weighted 25%, respectively. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Imai, Kosuke. Quantitative social science: An introduction. Princeton University Press, 2018. 
Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. Mastering'metrics: The path from cause to effect. Princeton 
University Press, 2014. 
Imbens, Guido W., and Donald B. Rubin. Causal inference in statistics, social, and biomedical sciences. Cambridge 
University Press, 2015. 
Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton 
university press, 2008. 
Heiss, Florian. Using R for Introductory Econometrics. Florian Heiss, 2016. 
Pearl, Judea, Madelyn Glymour, and Nicholas P. Jewell. Causal inference in statistics: A primer. John Wiley & 
Sons, 2016. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
不正行為には厳正に対応する。不正行為が行われた場合、本科目が 0点となるだけでなく、学内のしかるべ
き機関に連絡をし懲戒処分を求める。 
最終成績に関する交渉や嘆願は一切受け付けない。 
追加の文献リストは授業中に示す。 
授業の内容・進度は学生の理解に応じて変更することがあり、授業中に連絡する。 
Any academic misconduct is not accepted. Your final grade is 0 in such a case. Further, the case 
will be reported to the appropriate institution on campus to seek disciplinary action. 
Negotiations and pleas regarding the final grade are not accepted. 
Additional reading list will be given as a guide to the material that will be covered in the 
course. 
The content and progress of the class may change depending on the students' understanding, and 
will be notified during the class. 



 

 国際文化研究科 

 
第二言語習得論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：前期 金曜日 ４講時 Ｍ６０１大ホール左 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＷＡＮＮＥＲ ＰＥＴＥＲ ＪＯＨ 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Second Language Acquisition II 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course is built up on basic approaches that have been studied up till the 20th century in the textbook 
'Tutorials in Bilingualism: Psycholinguistic Perspectives' edited by Annette M. B. de Groot and Judith F. Kroll 
(1995).  In this course, students will study further research on various perspectives since the 20th century, 
many of which will be covered in the sections of the textbook 'Handbook of Bilingualism; Psycholinguistic 
Approaches also edited by Judith F. Kroll and Annette M.B. de Groot (2005). 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 This course requires students to read a large amount of  material and discuss it as well as present it in 
class.  Students will read 26 sections as follows of the 'Handbook of Bilingualism' and are expected to discuss 
the sections in English as the whole class will be conducted in English. 
1. Section 1.   Introduction to Part I: Acquisition, Nick C. Elllis; 1. The Learning of Foreign Language 
Vocabulary, Annette M. B.de Groot and Janet G. van Hell. 
2. Sections 2-3.   2. Early Bilingual Acquisition: Focus on Morphosyntax and the Separate Development Hypothesis, 
Annick De Houwer; 3. A Unified Model of Language Acquisition, Brian MacWhinney. 
3. Sections 4-5.  4.Phonology and Bilingualism, Nuria Sebastian-Galles and Laura Bosch; 5. What Doesthe Critical 
Period Really Mean?, Robert DeKeyser and Jenifer Larson-Hall. 
4. Sections 6-7. 6. Interpreting Age Effects in Second Language Acquisition, David Birdsong;  7. Processing 
Constraints on L1 Transfer, Manfred Pienemann, Bruno Di Biase, Satomi Kawaguchi, and Gisela Hakansson. 
5. Sections 8-9. 8. Models of Monolingual and Bilingual Language Acquisition,Jaap M. J. Murre; Introduction to 
Part II: Comprehension, Natasha Tokowicz and Charles A. Perfetti; 9. Bilingual Visual Word Recognition and Lexical 
Access, Ton Dijkstra. 
6. Sections 10-11. 10. Computational Models of Bilingual Comprehension, Michael S. C. Thomas and Walter J. B.van 
Heuven; 11. The Representation of Cognate and Non-cognate Words in Bilingual Memory: Can Cognate Status Be 
Characterized as a Special Kind of Morphological Relation?, Rosa Sanchez-Casas and Jose E. Garcia-Albea. 
7. Sections 12-13. 12. Bilingual Semantic and Conceptual Representation, Wendy S. Francis; Ambiguities and 
Anomalies: 13. What can Eye Movements and Event-Related Potentials Reveal About Second Language Sentence 
Processing? Cheryl Frenck-Mestre. 
8. Sections 14-15. Introduction to Part III: Production and Control, Herbert Schriefers; 14. Selections Processes 
in Monolingual and Bilingual Lexical Access, Wido La Heij; 15. Lexical Access in Bilingual Production, Albert 
Costa. 
9. Sections 16-17. 16. Supporting a Differential Access Hypothesis: Code Switching and Other Contact Data,Carol 
Myers-Scotton; 17. Language Selection in Bilinguals: Mechanisms and Processes, Renata F. I. Meuter. 
10. Sections 18-19. 18. Automaticity in Bilingualism and Second Language Learning, Norman Segalowitz and Jan 
Hulstijn; 19. Being and Becoming Biliingual: Individual Differences and Consequences for Language Production, 
Erica B. Michael and Tamar H. Gollan. 
11. Sections 20-21. Introduction to Part IV: Aspects and Implications of Bilingualism, Michel Paradis;  20. 
Consequences of Bilingualism for Cognitive Development, Ellen Bialystok; 21. Bilingualism and Thought, Aneta 
Pavlenko. 
12. Sections 22-23. 22. Simultaneous Interpreting: A Cognitive Perspective, Ingrid K. Christoffels and Annette 
M. B. de Groot; 23. Clearing the Cobwebs from the Study of the Bilingual Brain: Converging Evidence From 
Lateralityand Electrophysiological Research 
13. Section 24. What can Functional Neuroimaging Tell Us About the Bilingual Brain? Jubin Abutalebi, Stefano F. 
Capa, and Daniela Perani. 
14. Section 25. The Neurocognition of Recovery Patterns in Bilingual Aphasics, David W. Green 
15. Section 26. Models of Bilingual Representation and Processing: Looking Back and to the Future, Judith F. 
Kroll and Natasha Tokowicz. 
試験 This course has no tests.  It consists of a presentation, written paper, and class participation. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
The grade for this class is based on the following percentages:  1) Presentation  40%, 2) Written Paper 40%, and 
3) Class Participation 20%. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Handbook of Bilingualism; Psycholinguistic Approaches 
Edited by Judith F. Kroll and Annette M. B. de Groot 
Published by Oxford University Press (2005) 
ISBN-13 978-0-19-515177-0 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 



 

８．その他/In addition： 
It is not necessary to take 'Second Language Acquisition I'  prior to this class, but it is 
highly recommended. 



 

 国際文化研究科 

 
資源循環型環境システム論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 木曜日 ２講時 １０９講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：劉 庭秀 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
資源循環型環境システム論 Ⅱ 
Systems Approach on Recycling-oriented Society Ⅱ 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
本講義では、主に廃棄物政策の変遷、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 waste disposal, 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/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
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 recycling. 
1. イントロダクション 
Introduction 
2. 廃棄物問題と廃棄物管理の歴史 
History of Waste Problems and Waste Management 
3. 総合的な廃棄物管理 
Integrated Waste Management 
4. 廃棄物組成、エネルギーポテンシャル、二酸化炭素排出の基本的な試算方法 
Basic Calculation on Waste Composition, Potential Energy and CO2 Emission 
5. 容器包装リサイクルにおける利害関係者の関係 
Relationship of Stakeholders in Containers and Packaging Recycling 
6. 中国の廃プラ輸入禁止, 国際資源循環 
China's Banning of Waste Resources Import, International Resources Recycling 
7. マテリアルフローの考え方 
Concept of Material Flow 
8. 自動車リサイクルの仕組みと課題, 拡大生産者責任原則 
ELV Recycling Issues and Mechanism, Extended Producer Responsibility(EPR) Principal 
9. 次世代自動車の普及と国際環境問題（モンゴルを事例に） 
Popularization of Next-Generation Vehicles and Global Environmental Issues (Case Study of Mongolia) 
10. 都市鉱山の妥当性 
Revalidation of Urban Mining 
11. リサイクル工場見学 
A Study Trip to a Recycling Factory 
12. 廃棄物の収集・運搬・選別・破砕・再資源化技術について Ⅰ 
Waste Collecting, Transportation, Sorting, Shredding and Recycling Technology Ⅰ 
13. 廃棄物の収集・運搬・選別・破砕・再資源化技術について Ⅱ 
Waste Collecting, Transportation, Sorting, Shredding and Recycling Technology Ⅱ 
14. 環境影響評価の事例分析 
Case Study of Environmental Impact Assessment 
15. 授業の総括 
Wrap up this lecture 
試験 最終レポートと個人発表   
Final Report and Personnel Presentation 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
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) 最終レポート 30％ 
(3) 個人発表 30％ (参考文献の内容) 
 
Your overall grade in the class will be decided based on the following: 



 

(1) Class attendance and attitude in class:30% 
(2) Final report: 30% 
(3) Personel presentationt: 30%  (After Reading the reference literatures) 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
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/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
生成統語論Ⅱ 

曜日・講時/Day/Period：後期 月曜日 ２講時 ２０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：高橋 大厚 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Issues in Japanese syntax 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This course consists of a series of lectures that deal with several issues in Japanese syntax from the perspective 
of generative linguistics. Participants will be able to acquire basic knowledge and methodology needed to study 
syntax. The central topic is null arguments (or omitted subjects and objects), which are among the characteristics 
of the Japanese grammar. The scope of the course is not limited to that and covers a wider range of topics such 
as sentence structure, ellipsis, the topicalization construction, quantifier scope, first person expressions, 
and so on. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 The instructor will give lectures on the topics given above. In-class discussions will also be included. 
1. Introduction 
2. Omitted subjects and objects in Japanese 
3. The pronoun analysis (1) 
4. The pronoun analysis (2) 
5. The empty topic analysis (1) 
6. The empty topic analysis (2) 
7. The argument ellipsis analysis (1) 
8. The argument ellipsis analysis (2) 
9. The argument ellipsis analysis (3) 
10. Argument ellipsis and the theory of ellipsis (1) 
11. Argument ellipsis and the theory of ellipsis (2) 
12. Argument ellipsis and the theory of ellipsis (3) 
13. Argument ellipsis and the theory of ellipsis (4) 
14. Argument ellipsis and the theory of ellipsis (5) 
15. Review 
試験 No exam. A term paper. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
The grade is determined based on the term paper (70%) and class participation (30%). 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
There is no specific textbook for this course. Relevant references will be announced in the first class. 
 
Some useful references are as follows: 
 
A general introductory book about generative syntax is Carnie, A. 2013. Syntax: A Generative Introduction. Third 
Edition. Wiley-Blackwell. First year students are strongly recommended to read it before the course starts. 
 
Among general introductory books about Japanese syntax are (1) Kuno, S. 1973. The structure of the Japanese 
language. MIT Press. (2) Tsujimura, N. 2007. An introduction to Japanese linguistics (2nd edition). Blackwell. 
(3) Miyagawa, S. and M. Saito. 2008. The Oxford handbook of Japanese linguistics. The Oxford University Press. 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 
First year students are strongly recommended to read Carnie 2013 before the course starts. An 
elementary knowledge about generative syntax is presupposed. 



 

 国際文化研究科 

 
研究のための英語スキル 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ２講時 １０７講義室 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＷＡＮＮＥＲ ＰＥＴＥＲ ＪＯＨ 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
Academic English Writing Skills 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
This Course will provide an overview of how to write academic papers for publication. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 APA writing standards will be discussed and students will implement them in writing abstracts for academic 
presentations at International Conferences as well as developing skills to write and do English publications in 
International Academic Journals. 
1. Introduction 
2. Ethical Standards for Publishing 
3. Manuscript Structure and Content 
4. Writing Clearly and Concisely I 
5. Writing Clearly and Concisely II 
6. Mechanics of Style 
7. Crediting Sources 
8. Reference and Publications 
9. Presentations I 
10. Presentations II 
11. Presentations III 
12. Presentations IV 
13. Presentations V 
14. Presentations VI 
15. Overview 
試験 Students will write a final term paper for the Final that will account for 60% of their grade. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
Grades are based on the following:  Test 50%, Presentation 30%, and Abstract 20%. 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
Seventh Edition Publications Manual of the American Psychological Association 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
研究のための日本語スキル 

曜日・講時/Day/Period：前期 火曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：菅谷 奈津恵 

科目ナンバリング/Course Numbering： 

使用言語/Language Used in Course： 

１．授業題目/Class Subject： 
研究のための日本語 Practical Japanese for Academic Research 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
CEFR／JF 日本語教育スタンダード B1-B2（日本語能力試験 N2-N1 程度）の学生を対象とする。専門教育で必要とされる日本
語能力を身につける。 
B1-B2 level in the CEFR/JF Standard for Japanese-Language Education (N2-N1 in the JLPT). Students will develop 
Japanese language skills needed to conduct research in their fields. 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 演習形式で実施する。The course is conducted in a workshop style. 
1. 授業オリエンテーション Course orientation 
2. 文章の目的と読み手 Understanding purpose and readers of texts 
3. 文献の種類, 書き言葉の特徴  Types of sources, Characteristics of written Japanese 
4. 文献の種類, 書き言葉の特徴  Types of sources, Characteristics of written Japanese 
5. 論文の条件・論文の構成 Requirements and structure of academic papers 
6. 引用と文献情報の書き方 Using sources and referencing 
7. 引用と文献情報の書き方 Using sources and referencing 
8. 引用と文献情報の書き方 Using sources and referencing 
9. 論文の分析-序論 Analyzing research papers- Introduction 
10. 論文の分析-序論 Analyzing research papers- Introduction 
11. 論文の分析-本論（方法） Analyzing research papers- Method 
12. 論文の分析-本論（結果） Analyzing research papers- Results 
13. 論文の分析-本論（考察） Analyzing research papers- Discussion 
14. 論文の分析-本論（考察） Analyzing research papers- Conclusion 
15. まとめ Summary 
試験 試験は実施しない。There are no exams. 

５．成績評価方法/Evaluation Method： 
授業参加度・宿題 80%、最終課題（研究計画書または研究報告）20% 
Class participation and homework assignments 80%, Final assignment (Research plan or research report) 20% 

６．教科書および参考書/Textbook and References： 
教科書 Textbook 
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 

７．授業時間外学習/Preparation and Review： 
2020 

８．その他/In addition： 



 

 国際文化研究科 

 
言語研究法 

曜日・講時/Day/Period：後期 金曜日 ２講時 Ｍ６０１大ホール右 

科目群/Categories：大学院専門科目-国際文化研究科専門科目（ＭＣ），単位数/Credit(s)：2 

担当教員/Instructor：ＳＰＲＩＮＧ ＲＹＡＮ ＥＤＷＡ 

科目ナンバリング/Course Numbering：-E 

使用言語/Language Used in Course：英語 

１．授業題目/Class Subject： 
Research Methods in Linguistics 

２．授業の目的と概要/Object and Summary of Class： 
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 repo 

３．学習の到達目標/Goal of Study： 
2020 

４．授業の内容・目的・方法/Contents and Progress Schedule of Class： 
概要 Outline: Applying the scientific method to linguistics, various types of linguistics research methods, 
analyses, putting the information into a research paper 
1. Week 1: Linguistics and the scientific method 
2. Week 2: Getting a proper framework 
3. Week 3: The right tool for the right job 
4. Week 4: Experimental vs. theoretical linguistics and theoretical linguistic tests 
5. Week 5: Quantitative Methods 1: Corpora 
6. Week 6: Quantitative Methods 2: Language learning and acquisition 
7. Week 7: Quantitative Methods 3: Other types of tests and design 
8. Week 8: Statistical Analysis 
9. Week 9: Qualitative Methods 1: Discourse Analysis 
10. Week 10: Qualitative Methods 2: Interviews and questionnaires 
11. Week 11: Qualitative Methods 3: Role plays, observations and case studies 
12. Week 12: Qualitative Analysis 
13. Week 13: Ethical Considerations 
14. Week 14: Reaching Conclusions 
15. Week 15: Putting it all together: Structure of a basic research paper 
試験 Test: 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/Evaluation Method： 
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/Textbook and References： 
Materials for class will be provided by the teachers. For further reading on topics in class, students may find 
the following three books helpful, but they are not necessary for the class: 
 
Spring, R. (2019). From Linguistic Theory to the Classroom: A Practical Guide and Case Study. Newcastle, UK: 
Cambridge Scholars Publishing. 
 
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/Preparation and Review： 
2020 

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



 

 


