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表象文化史特論Ａ      （春学期／２単位） 
松友 知香子 

●テーマ 

 欧米の表象文化を通した国際理解（１）醜〜古代から近世まで〜 

●授業概要 

芸術的な表現としての〈醜さ〉の追究は、近代のアヴァンギャルド

運動において、一種の挑発的行為として認知されている。ピカソの描

く女やパウル・クレーの天使たちなどである。また今日の映像表現に

おいても、その動向は継承されている。この〈美・醜〉をめぐる美学

的な議論を深めるべく、この講義では、2007 年に発表されたウンベル

ト・エーコ, Umberto Eco（1932–2016）の著書『STORIA DELLA BRUTTEZZA』

（邦訳『醜の歴史（東洋書林）』）を講読し、古代から近世における美

学の理解を深める。エーコは、イタリアのアレッサンドリアに生まれ、

トリノ大学で哲学・中世美学を学び、卒業後はイタリア放送協会で文

化番組のプロデューサーとして勤務した後、ミラノ大学、フィレンツ

ェ大学等で記号論を論じた人物である。なおこの講義では、古代から

近世までを扱う。 

●到達目標 

・ヨーロッパにおける〈醜さ〉の価値体系を理解する。 

●授業計画 

第１回 ウンベルト・エーコについて 

第２回  『醜の歴史』講読（１）古典世界の醜  

第３回  『醜の歴史』講読（２）古代ギリシア世界と恐怖 

第４回  『醜の歴史』講読（３）受難、死、殉教  

第５回  『醜の歴史』講読（４）黙示録 

第６回  『醜の歴史』講読（５）地獄、悪魔 

第７回  『醜の歴史』講読（６）モンスターとポルテント（予兆） 

第８回 『醜の歴史』講読（７）醜悪なもの 

第９回  『醜の歴史』講読（８）滑稽なもの 

第10回  『醜の歴史』講読（９）猥褻なもの 

第11回  『醜の歴史』講読（１０）近代世界の悪魔 

第12回  『醜の歴史』講読（１１）魔女信仰 

第13回 『醜の歴史』講読（１２）悪魔崇拝、サディズム 

第14回  『醜の歴史』講読（１３）フィジカ・クリオーサ（肉体への 

好奇心） 

第15回  まとめ 

●事前学習 

該当するテキストを予め熟読し、不明瞭な言葉の意味を確認してお

いてください。また日頃からヨーロッパの芸術文化に親しむ事で、講

義の理解が深まりますので、美術館などを訪れる機会を設けてくださ

い。各回約２時間の事前学習を要します。 

●事後学習 

 テキストの箇所を読み直し、紹介した芸術作品について解釈を深め

ておいてください。各回約２時間の事後学習を要します。 

●成績評価 

 平常点 80％、レポート課題 20％ （講義中に課題を出し、次回の講

義に提出してもらいます） 

●テキスト 

 ・ウンベルト・エーコ著 川野美也子『醜の歴史』（2009）, 東洋書

林 

●参考書・参考資料等 

 ・カール・ローゼンクランツ著 鈴木芳子訳 『醜の美学』(2007) 

未知谷 

●備考 

 ・各回で講読するテキストは、教員が配布する。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:00〜13:00 7520 研究室 

表象文化史特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
松友 知香子 

●テーマ 

 欧米の表象文化を通した国際理解（２）醜〜ロマン主義から現代ま

で〜 

●授業概要 

芸術的な表現としての〈醜さ〉の追究は、近代のアヴァンギャルド

運動において、一種の挑発的行為として周知されている。ピカソの描

く女やパウル・クレーの天使たちなどである。また今日の映像表現に

おいても、その動向は継承されている。この〈美醜〉をめぐる美学的

な議論を深めるべく、この講義では、2007年に発表されたウンベルト・

エーコ, Umberto Eco（1932–2016）の著書『STORIA DELLA BRUTTEZZA』

（邦訳『醜の歴史（東洋書林）』）を取り上げ、主に近代以降の美学的

動向の理解を深める。エーコは、イタリアのアレッサンドリアに生ま

れ、トリノ大学で哲学・中世美学を学び、卒業後はイタリア放送協会

で文化番組のプロデューサーとして勤務した後、ミラノ大学、フィレ

ンツェ大学等で記号論を論じた人物である。なおこの講義では、近代

以降の芸術動向を扱う。 

●到達目標 

 ・ヨーロッパにおける〈醜さ〉の価値体系を理解する。 

●授業計画 

第１回  近代とロマン主義  

第２回 『醜の歴史』講読：（１）ロマン主義における醜の解放 

第３回 『醜の歴史』講読：（２）醜い者と呪われた者  

第４回 『醜の歴史』講読：（３）醜い者と不幸な者 

第５回 『醜の歴史』講読：（４）不幸な者と病んだ者 

第６回 『醜の歴史』講読：（５）不気味なもの 

第７回 『醜の歴史』講読：（６）鉄の塔：産業社会の醜さ 

第８回 『醜の歴史』講読：（７）キッチュ 

第９回 『醜の歴史』講読：（８）アヴァンギャルドと醜さの勝利 

第10回 『醜の歴史』講読：（９）現代の醜さ 

第11回 『醜の歴史』講読：（１０）他者の醜 

第12回 『醜の歴史』講読：（１１）キッチュ 

第13回 『醜の歴史』講読：（１２）キャンプ 

第14回 『醜の歴史』講読：（１３）現代の醜さ 

第15回 まとめ 

●事前学習 

該当するテキストを予め熟読し、不明瞭な言葉の意味を確認してお

いてください。また日頃からヨーロッパの芸術文化に親しむ事で、講

義の理解が深まりますので、美術館などを訪れる機会を設けてくださ

い。各回約２時間の事前学習を要します。 

●事後学習 

テキストの箇所を読み直し、紹介した芸術作品について解釈を深め

ておいてください。各回約２時間の事後学習を要します。 

●成績評価 

 平常点 80％、レポート課題 20％ （講義中に課題を出し、次回の講

義に提出してもらいます） 

●テキスト 

 ・ウンベルト・エーコ著 川野美也子『醜の歴史』（2009）, 東洋書林 

●参考書・参考資料等 

 ・カール・ローゼンクランツ著 鈴木芳子訳 『醜の美学』(2007) 

未知谷 

●備考 

 ・各回で講読するテキストは、教員が配布する。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:00〜13:00 7520 研究室 
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言語特論Ａ          （春学期／２単位） 
濱田 英人 

●テーマ 

 認知メカニズムから人間が環境をどのように把握するかについて研

究を深めることで地域共創力を養う。 

●授業概要 

本特論では、ことばと認識について知覚作用と認識作用の視点から

考察する。具体的には知覚対象の認識から言語化に至る過程でどのよ

うな知覚操作が関わっているのかについて理解を深める。我々は、対

象物を知覚することそれは目の網膜から脳内に取り込まれることで表

現(representation)が生じ、それを言語化の対象としている。このこと

から言語は脳内現象であり、知覚対象の言語化には認知主体の一定の

認知処理が必然的に関与している。その認知処理のメカニズムを明ら

かにすることによって言語の本質について理解を深める。 

●到達目標 

 人間の知覚と認識のメカニズムについて理解を深める。 

●授業計画 

第１回 ：知覚と認識のメカニズム 

第２回 ：メタ認知 

第３回 ：人間の基本的認知能力 

第４回 ：人間の概念形成のメカニズム 

第５回 ：Figure/Ground 認知と言語 

第６回 ：言語の意味の在り方 

第７回 ：アフォーダンス理論 

第８回 ：主体化 

第９回 ：Perceptual Symbol Systems 

第10回 ：空間認知と言語 

第11回 ：文法化 

第12回 ：人間の空間認知と言語 

第13回 ：engaged cognition/disengaged cognition 

第14回 ：言語の身体性 

第15回 ：まとめ 

●事前学習 

予め指定された文献を読み、疑問点を整理して授業に参加する。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 学習した概念の観点から各自の興味のある言語現象について考察す

る。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表(20％)、研究レポート(80％) 

 講評をお知らせ配信で伝えます。 

●テキスト 

 Barsalou,L.W.(1999) “Perceptual Symbol Systems,” Behavioral 

and Brain Science 22：577-660. 

 濱田英人(2016)『認知と言語－日本語の世界・英語の世界』 

開拓社,東京 

本多 啓(2005) 『アフォーダンスの認知意味論』東京大学出版会 

Langacker. Ronald W,(2008) Cognitive Grammar：A Basic  

Introduction. Oxford：Oxford University Press. 

Veenman.M.V.J.,Bernadette.H.A.M,Van Hount‐Wolters.and P. 

Affelerbach.(2006) “Metacognition and Learning：Conceptual and 

Methodological Consideration.” Metacognition Learning 
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●参考書・参考資料等 

  授業の中で関連分野の文献について適宜指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

毎週月曜日 15:00～16:00  濱田研究室 

 

言語特論Ｂ           （秋学期／２単位） 
濱田 英人 

●テーマ 

 人間の世界の切り取り方とそれを表示する言語的装置について理解

を深め、言語共同体の事態把握の在り様の違いを研究することで地域

共創力を養う。 

●授業概要 

本特論では、前期の基礎研究を踏まえて、言語話者の事態認識の在

り様と言語化の関係を具体的な言語現象を考察することによって 

明らかにする。具体的には、言語話者が基本的な認知能力を活性化し

て世界をどのように切り取っているかが個別言語を特徴付けているこ

とを日本語と英語の言語現象を対照的に考察することによって明らか

にする。 

●到達目標 

 人間の事態認識と言語化の関係、また個別言語を特徴付ける根源的

基盤について理解を深める。 

●授業計画 

第１回 ：脳のメカニズム（能動態、受動態、中動態） 

第２回 ：日本語の「被害受け身」のメカニズム 

第３回 ：英語の受動態 

第４回 ：日本語の「V テイル」と英語の ‘ be V－ing ’ 

第５回 ：日本語の「た」の意味論 

第６回 ：英語のテンス 

第７回 ：日本語の「類別詞」の発達 

第８回 ：日本語の「擬態語」の根源的基盤 

第９回 ：英語の「可算名詞」「不可算名詞」の原理 

第10回 ：存在表現の日英比較 

第11回 ：知覚・認識と言語の語順 

第12回 ：事態内参与者の言語化・非言語化のメカニズム 

第13回 ：日英語の知覚構文 

第14回 ：左脳・右脳の機能と言語 

第15回 ：まとめ 

●事前学習 

予め指定された文献を読み、疑問点を整理して授業に参加する。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 学習した言語現象を前期に学んだ認知操作の視点から考察する。 

 各回約２時間の事後習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表(20％)、研究レポート(80％) 

 講評をお知らせ配信で伝えます。 

●テキスト 

 Corballis. P. M.(2003) ‘ Visuospatial processing and the right‐ 

  hemisphere interpreter, ‘ Brain and Cognition 53, 171‐176, 

  Elsevier. 

  Gazzaniga, M. S.(2000) ‘ Cerebral specification and  

  Interhemispheric communication‐Does the corpus callosum 

  enable the human condition？Brain 123, 1293‐1326, Oxford 

 University Press. Oxford. 

  濱田英人(2016)『認知と言語－日本語の世界・英語の世界』 

開拓社,東京 

  Hind, John（1986）Situation vs. Person Focus. 

 くろしお出版、東京 

 井川壽子(2012)『イベント意味論と日英語の構文』 

くろしお出版、東京 

●参考書・参考資料等 

 授業の中で関連分野の文献について適宜指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

毎週月曜日 15:00～16:00  濱田研究室 
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異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ特論Ａ    （春学期／２単位） 
小笠原はるの 

●テーマ 

 コミュニケーションの理論と実践 

●授業概要 

コミュニケーションを理解するうえで、重要と思われる基本概念を

取り上げ、批判的な考察および論理的な思考を行う。とくに、自己と

世界の関わり、アイデンティティの問題、異質性と向き合うこと、メ

ディアをめぐる社会を深く掘り下げることにより、他者と生きる技法

について考察する。 

●到達目標 

 コミュニケーションの理論および研究を検証し、あらたなコミュニ

ケーションの視点を提示できるようになる。 

●授業計画 

第１回 ： イントロダクション 

第２回 ： 他を知り、己を知る 

第３回 ： 融合する文化 

第４回 ： 意識が世界を構築する 

第５回 ： 「その」多様性を理解しよう 

第６回 ： 時間のとらえ方 

第７回 ： ことばの力——限界であり可能であるもの 

第８回 ： 場の形成——人は「故郷」を求める 

第９回 ： 衝突と融合 

第10回 ： 異なった価値観とは 

第11回 ： コミュニケーション「力」再考 

第12回 ： 人を「理解」するとは 

第13回 ： メディアとコミュニケーション 

第14回 ： メディアとアイデンティティ 

第15回 ： プレゼンテーション 

●事前学習 

テキストを読み、疑問点を抽出しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 ディスカッションで考察したことについてまとめておくこと。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点 50％、予習のリーディング・アサインメントに基づくディス

カッションの貢献度 20％、論文と研究成果のプレゼンテーション 30％  

論文については最終回に講評する。 

●テキスト 

 資料配布 

●参考書・参考資料等 

  『教師と学生のコミュニケーション』＜新版＞ ピエール・ブルデ

ュー著 藤原書店 

『世界の悲惨 I ・II・ III』 ピエール・ブルデュー著 藤原書店 

『ディスタンクシオン I ・II』＜普及版＞ ピエール・ブルデュー著   

藤原書店 

『言語と行為』 J. オースティン著 大修館書店 

『声の文化と文字の文化』 ウォルター・オング著 藤原書店 

『文化の解釈学』 クリフォード・ギアーツ著 岩波書店 

『行為と演技 日常生活における自己呈示』 E.ゴッフマン著  

誠信書房 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントを取ったうえで、調整    

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 

 

 

 

 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ特論Ｂ    （秋学期／２単位） 
小笠原はるの 

テーマ 

現代社会におけるコミュニケーション 

授業概要 

社会の変化にともなって、現代のコミュニケーションは、それ以前

の社会におけるコミュニケーションとは大きく変わってきている。こ

の授業では、わたしたちの日々のコミュニケーションの実践がどのよ

うに社会の現実を作り出しているかについて、さまざまなトピックを

取り上げ、コミュニケーション学の理論的枠組みを参照しつつ考えて

いく。 

●到達目標 

 現代社会におけるコミュニケーションの特質について、コミュニケ

ーション学の視点から考察、理解し、説明できる力を身につける。 

●授業計画 

第１回 ： イントロダクション 

第２回 ： 近代化とコミュニケーション 

第３回 ： ドラマトゥルギーとコミュニケーション 

第４回 ： リアリティの構築とコミュニケーション：日常 

第５回 ： リアリティの構築とコミュニケーション：社会問題 

第６回 ： リアリティの構築とコミュニケーション：ジェンダー 

第７回 ： 包摂と排除のコミュニケーション：社会的死 

第８回 ： 包摂と排除のコミュニケーション：空気を読む 

第９回 ： コミュニケーションの諸相：自己啓発 

第10回 ： コミュニケーションの諸相：プライバシー 

第11回 ： メディアと社会運動 

第12回 ： 移動と格差 

第13回 ： 共生社会 

第14回 ： 他者と生きる技法 

第15回 ： プレゼンテーション 

●事前学習 

テキストを読み、疑問点を抽出しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 ディスカッションで考察したことについてまとめておくこと。 

  各回約１時間の事後学習を要する。 

 ●成績評価 

 平常点 50％、予習のリーディング・アサインメントに基づくディス

カッションの貢献度 20％、論文と研究成果のプレゼンテーション 30％ 

論文については最終回に講評する。 

●テキスト 

 資料配布 

●参考書・参考資料等 

  『教師と学生のコミュニケーション』＜新版＞ ピエール・ブルデ

ュー著 藤原書店 

『世界の悲惨 I ・II・ III』 ピエール・ブルデュー著 藤原書店 

『ディスタンクシオン I ・II』＜普及版＞ ピエール・ブルデュー著 

藤原書店 

『言語と行為』 J. オースティン著 大修館書店 

『声の文化と文字の文化』 ウォルター・オング著 藤原書店 

『文化の解釈学』 クリフォード・ギアーツ著 岩波書店 

『行為と演技 日常生活における自己呈示』 E.ゴッフマン著  

誠信書房 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントを取ったうえで、調整    

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 
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身体文化特論Ａ      （春学期／２単位） 
瀧元 誠樹 

●テーマ 

 地域共創の担い手となるにあたり有益な思考力を身につける一つの

テーマとして〈共にある〉をとりあげ考察する 

●授業概要 

西谷修の『不死のワンダーランド』を主なテキストとし、受講者と

ともに輪読しながら、人間の在り方について考察する。 

「テロ」との戦争が標榜される現代社会において、この戦争が従来

のものと違うところは、「主権」の認められない「国家」との戦争が目

されているところにあるだろう。それは「非対称的戦争」とも言われ

ている。むしろ「戦争」は秩序や理性の振る舞いなどではなく、無秩

序や非理性の発露する暴力の闇がうごめく世界である。その世界を西

谷 修は「夜」と表現していた。 

また、テクノロジーとくに医科学の領域での進展は、従来の治療や延

命処置を超えて、「死ぬことができない」世界の到来をまねいている。

ここにも「非対称的」な生と死の関係が見出される。西谷のいうとこ

ろの「ワンダーランド」、つまり「歴史の運動が輪を閉じてひとつにな

り、巨大な混沌を経てあらゆる差異や階層が組み替えられようとする

世界」において、人間の在り方はどのようにとらえられるのか考えて

いく。 

●到達目標 

 西谷修のいう「不死」「ある」「共にある」の概念を理解し、人間や

人間関係について思想的考察ができるようになる。 

●授業計画 

第１回 西谷修について 

第２回 「〈ある〉の体験」 

第３回 「歴史の完了と人工世界」 

第４回 「〈脱存〉の思考」 

第５回 「〈ある〉と〈非-知〉の夜」 

第６回 「不可能かつ必然の死」   

第７回 「公共化する死」 

第８回 「脱近代の要請と対応」 

第９回 「無名の共生起」 

第10回 「〈不安〉から〈不気味なもの〉へ」 

第11回 「〈死〉の現在」 

第12回 「〈不死〉の世界」 

第13回 「死を斥ける」 

第14回 「共に在るとはどういうことか」 

第15回 まとめ 

●事前学習 

テキストを読み、用語解説・要約・私見考察によるレジュメを作成

して授業準備をする。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業内容を振り返り、テキストや参考文献を読み、理解を深める。 

 各回約３時間の事後習を要する。 

●成績評価 

 平常点 50％とレポート 50％ レポートの講評は最終回に行う。 

●テキスト 

 西谷 修『不死のワンダーランド』講談学術文庫 

●参考書・参考料等 

＊西谷 修『私たちはどんな世界を生きているか』講談現代新書 

＊西谷 修『ニューノーマルな世界の哲学講義』AKTER PRESS 

＊西谷 修『戦争論』講談社学術文庫 

＊西谷 修『理性の探究』岩波書店 

＊西谷 修『夜の鼓動に触れる』ちくま学芸文庫 

●備考 

 特記事項なし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の昼休み、研究室にて対応する。 

身体文化特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
瀧元 誠樹 

●テーマ 

 地域共創の担い手となるにあたり有益な思考力を身につける一つの

テーマとして「劈かれるからだ」をとりあげ考察する。 

●授業概要 

竹内敏晴の『ことばが劈かれるとき』を主なテキストとし、受講者

とともに輪読しながら、竹内の思想にふれながら「劈かれるからだ」

について考察する。 

演出家・教育者・思想家であった竹内敏晴氏が語られてきた「こと

ば」が、「竹内敏晴の『からだと思想』」というセレクションに編集さ

れ、2013年 9月から 2014年 6月にかけて刊行された。哲学者である木

田 元の言葉によれば、竹内のそれは「『からだ』によって裏打ちされ

た『ことば』」だという。戦前から戦後の動乱期、さらに学生運動や「ア

ングラ」、東西冷戦の終結とバブル崩壊といった激動の社会変化の中で、

私たちのからだとことばはどうなっていたのかを語る竹内の「ことば」

に耳を澄ましてみたい。 

●到達目標 

 竹内敏晴のいう「劈く」の概念を理解し、「劈かれるからだ」につい

て自他の関係を身心の在り方から考察できるようになる。 

●授業計画 

第１回 竹内敏晴について 

第２回 「ことばが劈かれる」とは何か 

第３回 「ことばとの出会い」 

第４回 「物語と音への目覚め」 

第５回 「他者のまなざし」 

第６回 「演技=行動するからだ」   

第７回 「こえとの出会い」 

第８回 「他者との出会い」 

第９回 「ふれるということ」 

第10回 「こえの治癒」 

第11回 「現代社会とこえの歪み」 

第12回 「からだを吟味する」 

第13回 「からだとしてのことば」 

第14回 「からだが劈かれる」とは何か 

第15回 まとめ 

●事前学習 

テキストを読み、用語解説・要約・私見考察によるレジュメを作成

して授業準備をする。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業内容を振り返り、テキストや参考文献を読み、理解を深める。 

 各回約３時間の事後習を要する。 

●成績評価 

 平常点 50％とレポート 50％ レポートの講評は最終回に行う。 

●テキスト 

 竹内敏晴『ことばが劈かれるとき』ちくま文庫 

●参考書・参考資料等 

＊竹内敏晴他『からだが生きる瞬間 竹内敏晴と語り合った四日間』 
藤原書店 
＊竹内敏晴『癒える力』晶文社 
＊竹内敏晴『思想するからだ』品文社 
＊今野哲男『竹内敏晴』言視舎 

●備考 

 特記事項なし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の昼休み、研究室にて対応する。 
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図像学特論Ａ        （春学期／２単位） 
淺川  泰 

●テーマ 
 イメージヘの旅・記号への旅Ⅰ 
地域共創の担い手となるにあたり、今日のイメージ＝メディアの多

様な活用に対応する思考力・分析力・総合力を養うことをテーマとし
「イメージ・記号・シンボル」をとりあげて学習する。 
●授業概要 
今日のイメージの時代を先取りするかのようにイメージ研究の方

法を美術史の分野で開拓したのは、美術史家アビ・ヴァールブルクで
あった。アーウィン・パノフスキーが「人文科学の各分野が、互いに
他の分野の侍女として仕えるのでなく、共通の場で出会う」シンボル
（文化的徴候）学として発展させたことはよく知られている。 
 シンボル学は、２０世紀の文化研究の新たな方法として生まれたの
であるが、その代表的な成果が哲学者エルンスト・カッシーラーの言
語や思考のシンボル形式の探究であり、また精神医学者ジークムン
ト・フロイトの夢理論、言語哲学者フェルディナン・ド・ソシュール
が示唆した一般記号研究もシンボル学としてみることができるだろ
う。記号論理学者スザンヌ・Ｋ．ランガーもヒトのシンボル形成への
研究から、知や感情の領域に光当てようとした。 
本授業では、イメージ＝メディア（文学、美術、写真・映画、マン

ガ、アニメーション、モード、儀礼・作法等の身体的な技法など）の
分析と解釈について理解をふかめるため、イメージ・シンボル・記号
の機能や意味について学習する。 
●到達目標 
 記号・シンボル・イメージについての基本的な理解。 
●授業計画 
「人はイメージから何を学び、イメージは人に何をもたらすのか」。 
コトバやイメージ、記号に関するテキスト・映像を読み・見ながら、
記号・シンボル・イメージについての基礎的な学習をする。 
第１回 序――初めにイメージありき。 
第２回 記号・シンボル・イメージ 
第３回 コトバとイメージ①――文化のかたち 
第４回 コトバとイメージ②――シンボル化 
第５回 シンボルとイコン 
第６回 イメージと無意識①――シンボルの探求 
第７回 イメージと無意識②――夢・幻想・神話 
第８回 記号（シーニュ）とは 
第９回 記号論の視点から①――伝達と意味作用 
第10回 記号論の視点から②――イメージと非記号 
第11回 記号論の視点から③――意味生成 
第12回 イメージ・コトバ・身体①――身体とシンボル化 
第13回 イメージ・コトバ・身体②――コトバとしての身体 
第14回 イメージ・メディア・身体①――身体とイメージ 
第15回 イメージ・メディア・身体②――メディアとしての身体 
（各回のテーマ・授業の流れはおおよそのもの） 
●事前学習 
使用するテキスト（事前に配布、あるいは入手した）を読むこと。
各回１時間程度の事前学習を要する。 

●事後学習 
 配布したプリント類の整理及び授業内容の確認。 
各回３０分～１時間程度の事後学習を要する。 

●成績評価 
 平常点 50％とレポート 50％。レポートの講評は最終回に行う。 
●テキスト 
 参考文献等の中から各自が選択して活用すること。 
基本的にはプリント及び論文等のコピー（一部）をもって代える。 

●参考書・参考資料等 
＊池上嘉彦『ふしぎなことば ことばのふしぎ』筑摩書房 1987 
＊スザンヌ・Ｋ．ランガー「シンボル変換」「サインとシンボルの

論理」『シンボルの哲学』(塚本明子訳) 岩波文庫 2020 
＊池上嘉彦『記号論への招待』岩波新書 1984 
＊丸山圭三郎『言葉と無意識』講談社現代新書 1987 
＊河合隼雄『イメージの心理学』青土社 1991 
＊K. ル＝グウィン「子供と影と」『夜の言葉』（山田和子他訳） 
岩波書店 1992 

＊市川浩「構造としての身体」『精神としての身体』講談社 
学術文庫 1992 

＊中村雄二郎「身体」「方向－意味を生むもの」「食べもの」『知の 
旅への誘い』岩波新書 1981 

●備考 
 特になし。 
●オフィスアワー 
講義終了後、1 号館 2 階の非常勤講師室にて対応する。 

 
 
 
 
 

図像学特論Ｂ        （秋学期／２単位） 
淺川  泰 

●テーマ 
 イメージヘの旅・記号への旅Ⅱ 
 地域共創の担い手となるにあたり、今日のイメージ＝メディアの多
用な展開に対応する思考力・分析力・総合力を養うことをテーマとし
イメージ＝メディアの分析や解釈について考察する。 
●授業概要 
イメージや映像の領域に光をあてるイメージの科学は、精神分析、

記号論、メディア論、画像解析などの新たな学問や方法によって進展
した。また詩的な言語・イメージの探究である詩学、イメージ・シン
ボルをめぐる認知科学や人類学・考古学的研究によっても新しい知見
がもたらされている。 
イメージ・シンボル・記号をめぐる探究は、美術や文学ばかりでな

く、写真・映画、マンガ、アニメーション、モード、儀礼・作法等の
身体的な技法などの研究分野でも大きな位置を占めるようになった。
というより、それらの分野を横断し、結びつけた。 
本授業では、イメージ・シンボル・記号の機能や意味についての学

習をふまえて、受講者の研究テーマや関心をもとにイメージ＝メディ
アの分析や解釈について、その方法論について理解をふかめることを
主な内容とする。 
●到達目標 
 イメージ＝メディアの分析・解釈の方法についての基本的な理解。 
●授業計画 
イメージ＝メディア（文学、美術、写真・映画、マンガ、アニメー

ション、モード、儀礼・作法等）の分析及び解釈の具体例（主にテキ
ストと映像資料を使いながら授業を進める）。とくに色や音、かたち、
身ぶり等の感覚・運動のイメージ、メタファーやシンボルとの関係、
そうした視点からの分析・解釈の方法に重点を置く。 
第１回 詩学とは 
第２回 詩学とイメージ 
第３回 色彩・音・かたち①――イメージとメタファー 
第４回 色彩・音・かたち②――イメージと意味生成 
第５回 文化記号学①――イメージと文化 
第６回 文化記号学②――コトバと文化 
第７回 イメージ人類学①――感覚・シンボル・イコン 
第８回 イメージ人類学②――神話・イメージの考古学 
第９回 イメージ人類学③――ファンタジーと神話的思考 
第10回 映像資料･ドキュメンタリー(美術/歴史/考古学) ①鑑賞と考察 
第11回 映像資料･ドキュメンタリー(美術/歴史/考古学) ②ﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ 
第12回 文学・テキスト・イメージ ①鑑賞と考察 
第13回 文学・テキスト・イメージ ②デスカッション 
第14回 映像資料・映画／アニメーション ①鑑賞と考察 
第15回 映像資料・映画／アニメーション ②デスカッション 
(各回のテーマ・授業の流れはおおよそのもの。画像や映像を使用し、
受講者の関心度によって、テーマ・内容を変え、授業をすすめる) 
●事前学習 
 使用するテキスト（事前に配布、あるいは入手した）を読むこと。 
 各回１時間程度の事前学習を要する。 
●事後学習 
 配布したプリント類の整理及び授業内容の確認。 
 各回３０分～１時間程度の事後学習を要する。 
●成績評価 
 平常点 50％とレポート 50％。レポートの講評は最終回に行う。 
●テキスト 
 基本的にはプリント及び論文等のコピー（一部）もって代える。 
●参考書・参考資料等 
＊川本茂雄「詩の言語」『ことばとイメージ』岩波新書 1986 
＊有馬道子「ことばと意識」『パースの思想－記号論と認知言語学』 
岩波新書 2014 

＊山口昌男「オクタビオ・パスと文化記号論」『現代思想』（第 7 巻第 
2 号）青土社 1979 

＊スティーブン・ミズン『心の先史時代』（松浦俊輔・牧野美佐緒訳） 
青土社 1998 

＊齋藤亜矢「〈ない〉ものをイメージする力」『ヒトはなぜ絵を描く 
のか』岩波書店 2014 

＊ﾗｽｺｰ展図録（編集：国立科学博物館、毎日新聞、TBS ﾃﾚﾋﾞ）2016 
＊G･ディディ＝ユベルマン「裂け目としてのイメージ」『イメージの

前で』（江澤健一郎訳）法政大学出版局 2012 
＊中沢新一『夜の知恵』（多摩美術大学芸術人類学研究所） 
リブレリー・ボスコ 2006 

＊知里幸惠（編訳）『アイヌ神謡集』岩波文庫 1978 
●備考 
 特になし。 

●オフィスアワー 
講義終了後、1 号館 2 階の非常勤講師室にて対応する。 
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 日本文学特論ⅠＡ     （春学期／２単位） 
荒木 奈美 

●テーマ 

 サブカルチャーとされる作品群から得た知を通じて、地域共創に資

する新しい文学教育のあり方を考える 

●授業概要 

１ 1990 年代以降のサブカルチャーとされる作品から現代社会の 

問題と可能性を探る 

２ 文学作品をナラティヴ分析の手法を通して読み取る基礎を学ぶ 

●到達目標 

 現代文学作品に頻出する「神話」の構造について、さまざまな角度

からその可能性を探る。 

●授業計画 

第１回  イントロダクション 

第２回  ジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』を読む 神話の 

構造 

第３回 ジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』を読む ギルガ 

メシュの冒険 

第４回 ジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』を読む  

オデュッセウスの苦難 

第５回 ジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』 ブッダの修行 

第６回 ジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』 イザナギと 

イザナミの物語 

第７回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』ラヴクラフトについて 

第８回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』ダゴン 

第９回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』神殿 

第10回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』マーティンズ・ビーチの 

恐怖 

第11回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』墳丘 

第13回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』インスマスを覆う影 

第14回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』永劫より出でて 

第15回 ラヴクラフト『クトゥルーの呼び声』座礁 

●事前学習 

次週扱う文化作品を視聴し、読書レポートを書いてくる。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業通して考えたことなどを授業レポートとしてまとめておく。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業で課すミニレポート６割、およびまとめの回に課す口頭

発表４割を合わせた総合評価とする。また成績評価は、第 15回に授業

内で課す毎回の感想レポートを束ねたポートフォリオの返却と合わせ、

口頭にて行う。 

●テキスト 

 授業ごとに指示する。 

●参考書・参考資料等 

 参加者の話し合いの内容に応じて、参考資料を授業ごとに準備・配

布する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

毎週火曜日—木曜日 12:30-12:50（要事前連絡）7510 研究室 

 

 

 

日本文学特論ⅠＢ     （秋学期／２単位） 
荒木 奈美 

●テーマ 

 サブカルチャーとされる作品群から得た知を通じて、地域共創に資

する新しい文学教育のあり方を考える 

●授業概要 

１ 1990年代以降のサブカルチャーとされる作品から現代社会の問

題と可能性を探る 

２ 文学作品をナラティヴ分析の手法を通して読み取る基礎を学ぶ 

●到達目標 

 現代文学作品に頻出する「神話」の構造について、実際に現代文学

作品にどのように現れているかを探り、その深層の意味について問い

直す。 

●授業計画 

第１回  イントロダクション 

第２回  現代作品に見え隠れする「神話」の構造 東京喰種 

第３回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 魔法少女まどか☆ 

マギカ 

第４回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 風の谷のナウシカ 

第５回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 もののけ姫 

第６回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 千と千尋の神隠し 

第７回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 ここまでのまとめと 

ディスカッション 

第８回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 10 年代以降の動向 

第９回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 新世紀エヴァンゲリ 

オン 

第10回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造 進撃の巨人 

第11回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造」天気の子 

第13回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造」Dr. STONE 

第14回 現代作品に見え隠れする「神話」の構造」鬼滅の刃 

第15回 全体まとめ 

●事前学習 

 次週扱う作品を読み、読書レポートを書いてくる。 

 各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業を通して考えたことなどを授業レポートとしてまとめておく。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業で課すミニレポート６割、およびまとめの回に課す口頭

発表４割を合わせた総合評価とする。また成績評価は、第 15回に授業

内で課す毎回の感想レポートを束ねたポートフォリオの返却と合わせ、

口頭にて行う。 

●テキスト 

 授業ごとに指示する。 

●参考書・参考資料等 

参加者の話し合いの内容に応じて、参考資料を授業ごとに準備・配

布する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

毎週火曜日—木曜日 12:30-12:50（要事前連絡）7510 研究室 
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日本文学特論ⅡＡ     （春学期／２単位） 
田中 幹子 

●テーマ 

国際的に評価されている日本文学の代表である源氏物語を学ぶこと

で国際社会に通用する視野をもつことを目指す。 

●授業概要 

源氏物語の各巻の内容を把握した上で、その巻の核となる歌を取り

出し分析する。 

●到達目標 

 源氏物語の主要な場面での和歌をじっくり分析することで新たな読

解を試みる。 

●授業計画 

第１回 『源氏物語』について概論 

第２回 桐壷巻  更衣の和歌・桐壷帝の和歌 

第３回 若紫巻  光源氏の和歌・尼君の和歌 

第４回 紅葉賀巻 光源氏の和歌・藤壺の和歌 

第５回 花宴巻  光源氏の和歌・朧月夜の和歌 

第６回 葵 巻  光源氏の和歌・若紫の和歌 

第７回 賢木巻  光源氏の和歌・六条御息所の和歌 

第８回 須磨巻  光源氏の和歌・紫の上の和歌・藤壺の和歌 

第９回 明石巻  光源氏の和歌・明石の上の和歌 

第10回 澪標巻  光源氏の和歌・朱雀帝の和歌 

第11回 松風巻  光源氏の和歌・冷泉帝の和歌 

第12回 薄曇巻  光源氏の和歌・明石君の和歌 

第13回 絵合巻  光源氏の和歌・秋好中宮の和歌 

第14回 源氏物語の今後の展開 

第15回 源氏物語の今後の展開と総括 

●事前学習 

毎回、その時の和歌について事前に調べ、資料をつくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 学んだことを A4 一枚にまとめ、理解したかを確認する。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 テストを 60％、発表の資料作成、ﾌﾟﾚｾﾞﾝを 40％ 

テストを返却して復習する。 

●テキスト 

 必要箇所はコピー配付する。 

●参考書・参考資料等 

 新編 日本古典文学全集（源氏物語 1・2） 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

水曜日昼休み 於研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本文学特論ⅡＢ     （秋学期／２単位） 
田中 幹子 

●テーマ 

 京都を中心とした日本古典文学を学ぶことで比較対象として地域を

意識する。 

●授業概要 

『竹取物語』『伊勢物語』『蜻蛉日記』『和泉式部日記』の概要を 

把握する。 

●到達目標 

 平安時代の社会制度・政治体制・風俗・儀礼を作品から学ぶ。 

●授業計画 

第１回 平安社会の知識を深める（歴史 794 年～900 年） 

第２回 平安社会の知識を深める（歴史 900 年～1000 年） 

第３回 平安社会の結婚 『竹取物語』からみる身分階級 

第４回 平安社会の結婚 『竹取物語』からみる妻問い婚 

第５回 平安社会の結婚 『竹取物語』からみる入内 

第６回 平安時代の恋愛 『伊勢物語』からみる元服 

第７回 平安時代の恋愛 『伊勢物語』からみる摂関政治 

第８回 平安時代の恋愛 『伊勢物語』からみる斎宮 

第９回 平安時代の政治 『蜻蛉日記』からみる藤原氏の権力 

第1 0回 平安時代の政治 『蜻蛉日記』からみる一夫多妻制 

第1 1回 平安時代の政治 『蜻蛉日記』からみる出家 

第1 2回 平安時代の文化 『和泉式部日記』からみる公卿の生活 

第1 3回 平安時代の文化 『和泉式部日記』からみる召人 

第1 4回 平安時代の文化 『和泉式部日記』からみる女房 

第1 5回 平安文化のまとめ 

●事前学習 

 各物語の内容をあらかじめ理解し、人間関係を把握すること。 

 各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

学んだことを A4 一枚にまとめ、理解したかを確認する。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 各作品に対してテストを 60％、発表の資料作成、ﾌﾟﾚｾﾞﾝを 40％ 

テストを返却して復習する。 

●テキスト 

 作品の取り上げる部分をコピー配付。 

●参考書・参考資料等 

新編 日本古典文学全集（竹取物語・伊勢物語）（蜻蛉日記） 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

水曜日昼休み 於研究室 
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日本語特論Ａ         （春学期／２単位） 
渡辺 さゆり 

●テーマ 

 近世のくずし字資料を読みながら日本語史について理解を深め、地

域共創に役立つ知識を身につける。 

●授業概要 

江戸時代の国学者・本居春庭の『詞八衢』を読む。 

『詞八衢』は動詞活用に関する文法書で、五十音図の行ごとに活用

表を提示し、主要な動詞には古典作品における証例（使用例）を掲げ

て説明が施されている。 

本講義ではくずし字で書かれた『詞八衢』の序文と跋文を読み、『詞

八衢』の概要について学習する。 

●到達目標 

 くずし字で書かれた近世文献を読み解いた上で、近世活用研究の成

果を理解する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 本居宣長の動詞研究について    

第３回 本居春庭の生涯 

第４回 本居春庭と『詞八衢』 

第５回 くずし字資料の読み方 

第６回 『詞八衢』について 

第７回 『詞八衢』序文を読む（いにしへまなび） 

第８回 『詞八衢』序文を読む（五十連のこゑ） 

第９回 『詞八衢』序文を読む（てにをは・かなづかい） 

第10回 『詞八衢』序文を読む（詞のはたらき） 

第11回 『詞八衢』序文を読む（鈴屋大人） 

第12回 『詞八衢』序文を読む（植松有信） 

第13回 『詞八衢』跋文を読む（本居太平） 

第14回 『詞八衢』跋文を読む（春庭の想い） 

第15回 まとめ 

●事前学習 

指定された箇所について、くずし字で書かれた文章を読み、内容解

釈を行うこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業で読んだ『詞八衢』の内容について理解すること。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。最終回に講

評を行う。 

●テキスト 

 授業で指示する。 

●参考書・参考資料等 

 授業で指示する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7502 研究室にて対応します。（30 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語特論Ｂ        （秋学期／２単位） 
渡辺 さゆり 

●テーマ 

 『詞八衢』の活用研究について学びながら日本語史について理解を

深め、地域共創に役立つ知識を身につける。 

●授業概要 

江戸時代の国学者・本居春庭の『詞八衢』を読む。 

『詞八衢』は動詞活用に関する文法書で、五十音図の行ごとに活用

表を提示し、主要な動詞には古典作品における証例（使用例）を掲げ

説明が施されている。 

本講義では『詞八衢』で記された動詞の活用、活用の種類、接続す

る助詞・助動詞などについて本文を読み進めながら学習し、本居春庭

の文法論について考える。 

●到達目標 

 くずし字で書かれた近世文献を読み解いた上で、『詞八衢』に記載さ

れた活用の種類と関連する「てにをは」について学習し、近世の文法

論について理解を深める。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 『詞八衢』と活用について 

第３回 「四段の活の図」 

第４回 「四段の活」 

第５回 「一段の活」 

第６回 「中二段の活」 

第７回 「下二段の活」 

第８回 「受るてにをは」 

第９回 「續く詞」 

第10回 「下知の詞」 

第11回 「活詞」と「體言」 

第12回 「第一の音」「第二の音」 

第13回 「第三の音」 

第14回 「第四の音」 

第15回 まとめ 

●事前学習 

 くずし字で書かれた『詞八衢』を読み、内容を理解してくること。 

 各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

『詞八衢』で著述された動詞論を理解すること。  

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。最終回に講

評を行う。 

●テキスト 

 授業で指示する。 

●参考書・参考資料等 

授業で指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7502 研究室にて対応します。（30 分程度） 
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北方文化特論ⅠＡ       （春学期／２単位） 
本田 優子 

●テーマ 

 北海道における地域共創力の柱の一つであるアイヌ文化について理

解し、地域文化の発展に寄与しうる力をつける。 

●授業概要 

アイヌ文化については、近年、学校教育でも取り上げられつつある

が、それでもなお、概論的なものにすぎない。 

この授業では、アイヌの世界観について体系的にまとめられている、

中川 裕『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』をテキ

ストとして講読することにより、アイヌ文化全般についての理解を深

めていく。その際、伝統的アイヌ社会と現代のアイヌ社会とを区別し

て理解することの重要性も認識するように留意する。 

●到達目標 

１．アイヌ文化の基本となるカムイの概念、および宇宙観について 

理解する。 

２．アイヌの伝統的社会の姿を理解する。 

３．現代のアイヌ社会の状況について理解する。 

●授業計画 

『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』を講読する。 

毎回レポーターがレジュメを作成し、内容を報告するとともに重要な

論点について議論する。 

第１回 はじめに 

第２回 第１章 １節 水のせせらぎ、鳥の羽音、はぜる炎 

第３回 第１章 ２節 「祈り」によって語りかける 

第４回 第１章 ３節 カムイとのかけひき 

第５回 第１章 ４節 誰の中にも憑神が住んでいる 

第６回 第２章 １節 広い大地で人と出会う 

第７回 第２章 ２節 死者たちと語り合うとき 

第８回 第２章 ３節 争いを避け、ことばを戦わす 

第９回 第３章 １節 メロディにあふれた生活 

第10回 第３章 ２節 カムイが語る「ものがたり」 

第11回 第３章 ３節 語り継がれる思想と論理 

第12回 第３章 ４節 時間と空間を超えて戦う超人たち 

第13回 第４章 １節 誰の口から語るか 

第14回 前半部のまとめ 

第15回 後半部のまとめ 

●事前学習 

・レポーターは自分の担当分のレジュメを作成し、論点を考えてお

く。基本理解ができているかどうか確認するための質問を３つ考え 

ておく。 

・レポーター以外の受講生は、当該部分を精読し疑問点および議論 

したい点について考えておく。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

議論した点についてまとめておく。３つの質問にきちんと答えられ

るように理解を深め整理しておく。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

レポート 70％、平常点 30％、計 100％とする。レポートについては

次週講評する。 

●テキスト 

 中川 裕『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』 

：岩波書店,2010 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

テキストは各自購入すること。 

●オフィスアワー 

講義終了後、本田研究室（中央棟 7508）にて対応。(30 分程度) 

北方文化特論ⅠＢ       （秋学期／２単位） 
本田 優子 

●テーマ 

 北海道における地域共創力の柱の一つであるアイヌ文化について理

解し、地域文化の発展に寄与しうる力をつける。 

●授業概要 

アイヌ文化については、近年、学校教育でも取り上げられつつある

が、それでもなお、概論的なものにすぎない。 

この授業では、アイヌの世界観について体系的にまとめられている、

中川裕『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』をテキス

トとして講読することにより、アイヌ文化全般についての理解を深め

ていく。その際、伝統的アイヌ社会と現代のアイヌ社会とを区別して

理解することの重要性も認識するように留意する。 

秋学期の本授業では、テキスト第４章以降および、『アイヌをもっと

知る図鑑』を講読する。さらに、特に重要な分野について映像記録に

よる学習をおこなう。 

●到達目標 

１．アイヌ文化の基本となるカムイの概念、および宇宙観について 

理解する。 

２．アイヌの伝統的社会の姿を理解する。 

３．現代のアイヌ社会の状況について理解する。 

●授業計画 

『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』を講読する。 

毎回レポーターがレジュメを作成し、内容を報告するとともに重要な

論点について議論する。 

第１回 第４章 ２節 男の語ることば、女の語ることば 

第２回 第４章 ３節 幸も不幸も名前で届く 

第３回 第４章 ４節 地名から伝わるその土地の姿 

第４回 おわりに 

第５回 まとめ 

第６回 「先住民族アイヌの精神世界を知る・スクプ」『アイヌを 

   もっと知る図鑑』 

第７回 「考古学的視点でアイヌモシリの原点を探る・シシリムカ」〃 

第８回 「古代から中世和人との関係で見るアイヌ史」〃 

第９回 「チャシの起源も…／元・明王朝とアイヌ」〃 

第10回 「アイヌ民族がたどった近世」〃 

第11回 「千島アイヌと樺太アイヌ」〃 

第12回 「秦あわき丸の遺産とその継承者たち」〃 

第13回 「菅江真澄／松浦武四郎」〃 

第14回 「モノ・コトからたどるアイヌの伝統文化」〃 

第15回 「奪われたアイヌ民族の暮らし」〃 

●事前学習 

・レポーターは自分の担当分のレジュメを作成し、論点を考えておく。

基本理解ができているかどうか確認するための質問を３つ考えてお

く。 

・レポーター以外の受講生は、当該部分を精読し疑問点および議論し 

たい点について考えておく。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

議論した点についてまとめておく。３つの質問にきちんと答えられ 

るように理解を深め整理しておく。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 レポート 70％、平常点 30％、計 100％とする。レポートについては、 

次週講評する。 

●テキスト 

・中川 裕『語り合うことばの力―カムイたちと生きる世界―』 

：岩波書店、2010 

・『アイヌをもっと知る図鑑 別冊太陽』平凡社、2020 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

 テキストは各自購入すること。 

●オフィスアワー 

講義終了後、本田研究室（中央棟 7508）にて対応。(30 分程度) 
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北方文化史特論Ａ       （春学期／２単位） 
川上  淳 

●テーマ 

 地域共創力を歴史的思考から理解し、北方史を研究する。 

●授業概要 

北方史について、最新の研究成果による論文・著書を講読し討論す

る。具体的には川上 淳「千島通史の研究」を講読する。 

●到達目標 

歴史研究の基礎を修得する。 

史料批判など、史料の扱いと歴史研究方法を身につける。 

●授業計画 

第１回 千島史の概要 

第２回 千島の先史時代 

第３回 地図や記録に現れた初めての千島 

第４回 17 世紀の千島 

第５回 18 世紀の千島 

第６回 幕府の千島調査とアイヌ 

第７回 幕府の東蝦夷地仮直轄と千島 

第８回 文化 4 年ロシアのエトロフ島襲撃事件を巡る諸問題 

第９回 文化年間前後の千島の商人経営 

第10回 幕末期のクナシリ場所・エトロフ場所 

第11回 日露通好条約 

第12回 明治初年から開拓使時代の千島 

第13回 三県時代と北千島アイヌの色丹移住 

第14回 千島アイヌと色丹島 

第15回 まとめ 

●事前学習 

毎回、テキストを十分に読みこなし、特に発表者は他文献も準備し

て、発表レジュメを作る。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 再度、発表者の配付資料などとテキストを復習する。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 発表内容や討論における発表頻度その他によって評価する。フィー

ドバックとして最終回に講評する。 

●テキスト 

 川上 淳「千島の研究」 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

金曜日 12:10～13:00 7521 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方文化史特論Ｂ       （秋学期／２単位） 
川上  淳 

●テーマ 

 地域共創力を歴史的思考から理解し、北方史の研究を研究する。 

●授業概要 

北方史について、最新の研究成果による論文・著書を講読し討論す

る。具体的には川上 淳「千島通史の研究」を講読する。 

●到達目標 

歴史研究の基礎を修得する。 

史料批判など、史料の扱いと歴史研究方法を身につける 

●授業計画 

第１回 はじめに 

第２回 戸長役場期の択捉郡内保村 

第３回 戸長役場期の振別郡振別村 

第４回 戸長役場期の択捉郡丹根萠村 

第５回 戸長役場期の振別郡老門村 

第６回 戸長役場期の紗那郡紗那村 

第７回 戸長役場期の紗那郡有萠村 

第８回 戸長役場期の紗那郡別飛村 

第９回 戸長役場期の紗那郡留別村 

第10回 戸長役場期の蘂取郡蘂取村 

第11回 戸長役場期の蘂取郡乙今牛村 

第12回 二級町村制期の国後郡泊村 

第13回 二級町村制期の国後郡留夜別村 

第14回 二級町村制期の色丹村 

第15回 まとめ 

●事前学習 

毎回、テキストを十分読みこなし、特に発表者は他文献も準備して、

発表レジュメを作る。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

再度、発表者の配布資料などとテキストを復習する。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 発表内容や討論における発表頻度その他によって評価する。フィー

ドバックとして最終回に講評する。 

●テキスト 

川上 淳「千島通史の研究」 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

金曜日 12:10～13:00 7521 研究室 
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日本文学史特論Ａ        （春学期／２単位） 
田中 幹子 

●テーマ 

 古代から中世にかけての主要な作品を変体仮名で読み、日本独自の

文字文化を国際的視野から理解する。 

●授業概要 

文学史の流れに沿って、万葉集から新古今和歌集までの作品を変体

かなで詠む。 

●到達目標 

 文学史の知識を具体的な作品で得るとともに、万葉仮名や変体仮名

になじみ、典拠作品を原本で読める力をつける。 

●授業計画 

第 1 回 万葉仮名の説明・万葉集の諸本の説明 

第 2 回 万葉集巻 1 の和歌を詠む 

第 3 回 万葉集巻 20 の和歌を詠む 

第 4 回 万葉集の歌風のまとめと万葉仮名の読みのテスト 

第 5 回 古今集の仮名の説明 

第 6 回 古今集の切れを詠む 

第 7 回 古今集の写本を詠む 

第 8 回 伊勢物語の写本の説明 

第 9 回 伊勢物語の初段を写本で読む 

第10回 伊勢物語の芥川を写本で読む 

第11回 平安時代の草仮名と行書を説明 

第12回 古筆切れから平安時代の文字を読む 

第13回 百人一首の写本の説明（室町時代の仮名） 

第14回 百人一首の和歌を変体仮名で読む 

第15回 変体仮名のテスト 

●事前学習 

手持ちのくずし字辞典や変体仮名のテキストがあれば、事前に 

目を通すこと 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業でとり上げた作品を変体仮名や万葉仮名で読めるように復習す

る。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 各作品ごとにテスト 70％、特徴的な変体文字についてレポート 30％ 

テスト、レポートを返却して復習。 

●テキスト 

 毎回配布 

●参考書・参考資料等 

 授業内で紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

水曜日昼休み 於研究室 
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比較文化特論ⅠＡ       （春学期／２単位） 
張  偉雄 

●テーマ 

 異文化コミュニケーションについて 

●授業概要 

比較文化という学問は、一国一民族の文化を越えた文化事象を考察

するものである。本講義は近代日中の文化人を対象に彼らは如何にし

て自文化を越え異文化に出ていくのか、そして異文化の中で如何に行

動をしていたのかを考察してみる。考察の対象は彼らの残された作品

である。これらの作品を比較文学文化の手法で解読し、比較文学文化

研究の対象、方法、目的、および研究者のあるべき姿勢について論じ

る。 

●到達目標 

比較文学文化研究の対象、方法、理論の把握 

●授業計画 

第 １回 研究概説 

第 ２回 比較文学文化概説 

第 ３回 異文化理解について 

第 ４回 近代中国人の描いた日本 

第 ５回 文化の狭間を生きる 

第 ６回 日中文人のロンドン体験 

第 ７回 異文化の多様性について 

第 ８回 牧野義雄の異文化体験 

第 ９回 改革と異文化受容 

第 10回 楊昌済における異文化受容 

第 11回 近代日中文人の筆談 

第 12回 文字で結ぶ縁 

第 13回 伝統と近代化について 

第 14回 日中文人の交わした修身論 

第 15回 異文化を生きること 

●事前学習 

教科書の予習、問題意識を持つこと 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

講義内容の復習、課題の完成 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 期末レポートによる。 

●テキスト 

張 偉雄『比較文学考』：白帝社,2012 

（本書の第一部１～６章を中心に） 

●参考書・参考資料等 

  張 偉雄『文人外交官の明治維新』：柏書房,1998 

●備考 

 日中比較なので中国語の読解力が必要。 

●オフィスアワー 

水曜日 12:10~13:00 研究室     

 

 

 

 

 

 

 

 

比較文化特論ⅠＢ        （秋学期／２単位） 

張  偉雄 

●テーマ 

 翻訳研究について 

●授業概要 

比較文化研究の方法の一つとして「翻訳研究」がある。これは文化

間の交流、受容、変容を考察する有効な手段である。翻訳の変容や「曲

解」を指摘することによって、異文化に位置する原作者、翻訳者、或

いはその両文化に位置する読者層に対する認識を深めていくことがで

き、異文化理解につながるものである。本講義ではイギリスの東洋学

者、翻訳者である Arthur Waley を中心に、翻訳を通して異国の文化が

受容され、変容されていく実態を分析してみる。。 

●到達目標 

「翻訳研究」を通して異国文化が受容され、変容されていく実態に

関する理解を深める。 

●授業計画 

第 １回 比較文学の翻訳研究について 

第 ２回 Arthur Waleyの仕事 

第 ３回 Arthur Waleyの白居易接近 

第 ４回 Brightonから「ト来敦」へ 

第 ５回 注目すべき原作の「言外の意」 

第 ６回 「谷行」と「黄鳥」の英訳 

第 ７回 冒険旅行への変容 

第 ８回 Manfredの日本語訳について 

第 ９回 『自助論』の中国での伝播 

第 10 回 改革に役立つ書 

第 11 回 黄遵憲の日本語論 

第 12回 明治初期の翻訳について 

第 13回 明治初期の翻訳対象 

第 14回 明治初期の翻訳手法 

第 15回 現代の翻訳理論と方法について 

●事前学習 

教科書の予習、問題意識を持つこと。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

講義内容の復習、課題の完成 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 期末レポートによる。 

●テキスト 

張 偉雄『比較文学考』：白帝社,2012 

（本書の第二部７～1 2章を中心に） 

●参考書・参考資料等 

亀井俊介（編集）『近代日本の翻訳文化』：中央公論社,1994 

●備考 

 日中比較なので中国語の読解力が必要。 

●オフィスアワー 

水曜日 12:10~13:00 研究室 
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比較文化特論ⅡＡ       （春学期／２単位） 
小笠原 はるの 

●テーマ 

 ナラティブ研究法：他者と自己理解の場をひらき、地域共創に役立

つ専門性を身につける 

●授業概要 

この講義では、人と人とが互いに理解しあうためのコミュニケーシ

ョンの手法として、ナラティブ研究について学ぶ。わたしたち人間に

とってナラティブ（物語）は、それがどれだけ傷つきやすく不完全な

ものであっても、わたしたちがお互いにもっとも近づきあえる可能性

として存在する。 

人が生きていく中で、わたしたちは人生のある部分については、そ

れを「生きて」はいるが、「経験」してはいない。というのも、経験す

るためには語りの形式が必要だからである。その語りは、多くの場合、

それを語ろうとすることを妨げる力、例えば、聴き手との応答関係、

トラウマとなる経験の深さ、共同体の中での語りの経験知などによっ

て変容する。 

人々が語ろうとしている物語はどのような物語か、またその語りを

妨げようとしているものは何かを問うことで、語り手は、それまで自

分のものといえなかった経験を自分のものだということができるよう

になり、さらに人々が互いの物語を知ることによって、人と人、人と

社会とのつながりを生み出すことができるようになる。各自の問題意

識を持ち寄り、ナラティブの諸相や揺らぎ、可能性についての考察を

深めたい。 

●到達目標 

自分や他者がどのように語り、思考・表現しているかについて気づ

き、他者とのコミュニケーションについて深く考察することができる

ようになる。 

●授業計画 

第 １回 イントロダクション 

第 ２回 言葉・物語・ケア 

第 ３回 物語としての自己 

第 ４回 外在化とオルタナティブ・ストーリー 

第 ５回 無知のアプローチ 

第 ６回 新しい専門性 

第 ７回 ナラティブ・コミュニティ 

第 ８回 物語としてのケア 

第 ９回 事例研究（1）社会認識 

第 10 回 事例研究（2）自己理解 

第 11 回 事例研究（3）対話と葛藤 

第 12 回 事例研究（4）多様性 

第 13 回 事例研究（5）曖昧性 

第 14 回 プロジェクト発表 

第 15 回 まとめ 

●事前学習 

テキストを読み、疑問点を抽出しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

ディスカッションで考察したことについてまとめておくこと。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業での課題のプレゼンテーション 60％、論文 40％  

 プレゼンテーションについてはそのつど授業内で講評する。 

 論文については１５回目の授業で講評する 

●テキスト 

＊野口裕二『物語としてのケア－ナラティヴ・アプローチの世界へ』：

医学書院,2002 

＊松岡正剛『フラジャイル 弱さからの出発』ちくま学芸文庫,2005 

ほかに、必要に応じて指示する。 

●参考書・参考資料等 

  必要に応じて紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントをとったうえで、調整  

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 

比較文化特論ⅡＢ        （秋学期／２単位） 

小笠原 はるの 
●テーマ 

 語りをきく：ナラティブ研究へのアプローチを掘り下げ、地域共創

に役立つ専門性を身につける 

●授業概要 

この講義では、人と人とが互いに理解しあうためのコミュニケーシ

ョンの手法として、ナラティブ研究について学ぶ。わたしたち人間に

とってナラティブ（物語）は、それがどれだけ傷つきやすく不完全な

ものであっても、わたしたちがお互いにもっとも近づきあえる可能性

として存在する。 

人が生きていく中で、わたしたち人生のある部分については、それ

を「生きて」はいるが、それを「経験」してはいない。というのも、

経験するためには語りの形式が必要だからである。その語りは、多く

の場合、それを語ろうとすることを妨げる力、例えば、聴き手との応

答関係、トラウマとなる経験の深さ、共同体の中での語りの経験知な

どによって変容する。 

人々が語ろうとしている物語はどのような物語か、またその語りを

妨げようとしているものは何かを問うことで、語り手は、それまで自

分のものといえなかった経験を自分のものだということができるよう

になり、さらに人々が互いの物語を知ることによって、人と人、人と

社会とのつながりを生み出すことができるようになる。各自の問題意

識を持ち寄り、ナラティブの諸相や揺らぎ、可能性についての考察を

深めたい。 

●到達目標 

ナラティブという概念を理解したうえで、各人の研究に役立てる。 

●授業計画 

第１回 ナラティブとは 

第２回 聴くという行為 

第３回 だれの前で、という問題 

第４回 声がとどくということ 

第５回 遇うということ 

第６回 迎え入れるということ 

第７回 苦痛の苦痛 

第８回 ＜ふれる＞と＜さわる＞ 

第９回 亨けるということ 

第10回 歓待の掟 

第11回 意味の彼方へ 

第12回 プロジェクト(1) 関わり合い 

第13回 プロジェクト(2) 他者性の確認 

第14回 プロジェクト(3) 関係性のみなおし 

第15回 まとめ 

●事前学習 

テキストを読み、疑問点を抽出しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

ディスカッションで考察したことについてまとめておくこと。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業での課題のプレゼンテーション 60％、論文 40％  

 プレゼンテーションについてはそのつど授業内で講評する。 

 論文については１５回目の授業で講評する。 

●テキスト 

＊鷲田清一『「聴く」ことの力 臨床哲学試論』ちくま学芸文庫,2015 

＊野矢茂樹『他者の声 実在の声』産業図書,2005 

ほかに、必要に応じて指示する。 

●参考書・参考資料等 

必要に応じて紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントをとったうえで、調整   

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 
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比較歴史特論ⅠＡ       （春学期／２単位） 

高瀬 奈津子 
●テーマ 

 ユーラシア東部地域における中国隋唐王朝の歴史の流れを把握 

し、地域創生に役立つ教養を身につける。 

●授業概要 

隋唐時代は、中国史上、政治・社会経済・文化の面で最も華やかだ

った時代である。本授業では、東部ユーラシア地域における隋唐王朝

の位置づけを理解し、隋唐時代の中国社会・文化の多様性を理解する

ことを目的に、隋唐史研究の古典的論考である陳寅恪著『唐代政治史

述論稿』を読み、あわせて引用されている史料を分析しながら、歴史

研究の手法を学ぶ。 

●到達目標 

・歴史研究に必要な、論理的思考力を身に付ける。 

・史料の収集、読解力を身に付ける。 

●授業計画 

ゼミナール形式で分担を決めて講読していく。引用されている原史

料には必ず当たってもらうなど、古典漢文の訓読にも取り組んでもら

う。 

第１回 はじめに 

第２回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―唐室李氏の世系について 

第３回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―李重耳と李熙との間の断絶 

第４回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―皇帝陵の所在地から考察する李氏の籍貫 

第５回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―西魏宇文泰の「関中本位政策」による影響 

第６回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―南北朝時代における「胡化」と「漢化」 

第７回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―唐代前期の政治状況概観 

第８回 テーマ発表 

第９回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―則天武后による科挙官僚の抜擢 

第10回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―玄宗期以降の宦官専政の出現 

第11回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―長安洛陽文化と河北文化 

第12回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―安史の乱と民族問題 

第13回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―河朔藩鎮と民族問題 

第14回 『唐代政治史述論稿』「上篇 統治階級之氏族及其昇降」 

―唐朝と西北民族の動向 

第15回 テーマ発表 

●事前学習 

・それぞれ担当となった箇所について、本文を訳し、引用されて 

いる原史料について、資料を人数分作成すること。 

・担当外の者も、本文について目を通し、自分なりの訳を準備し 

ておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 本文をもう一度読み直し、陳寅恪氏の論証の流れを確認すること。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 レポート 50%、研究発表 50%、計 100％とする。レポート及び研究

発表については授業内で講評する。 

●テキスト 

 必要部分をプリント配布。 

●参考書・参考資料等 

自宅学習においては、氣賀澤保規著『中国の歴史 6 絢爛たる世界帝

国 隋唐時代』（講談社、2005 年）など、日本語で書かれている隋唐史

の概説書を参照のこと。その他、随時、紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:20～12:50 7523 研究室 

 

 

比較歴史特論ⅠＢ       （秋学期／２単位） 

高瀬 奈津子 
●テーマ 

 ユーラシア東部地域における中国隋唐王朝の歴史の流れを把握 

し、地域創生に役立つ教養を身につける。 

●授業概要 

隋唐時代は、中国史上、政治・社会経済・文化の面で最も華やかだ

った時代である。本授業では、東部ユーラシア地域における隋唐王朝

の位置づけを理解し、隋唐時代の中国社会・文化の多様性を理解する

ことを目的に、隋唐史研究の古典的論考である陳寅恪著『唐代政治史

述論稿』を読み、あわせて引用されている史料を分析しながら、歴史

研究の手法を学ぶ。 

●到達目標 

・歴史研究に必要な、論理的思考力を身に付ける。 

・史料の収集、読解力を身に付ける。 

●授業計画 

ゼミナール形式で分担を決めて講読していく。引用されている原史

料には必ず当たってもらうなど、古典漢文の訓読にも取り組んでもら

う。 

第１回 はじめに 

第２回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―「関中本位政策」 

第３回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―中央における政治クーデターと宮城北門 

第４回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―太宗～中宗～玄宗の期の政変 

第５回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―唐朝における皇位継承の不安定性 

第６回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―山東士族 

第７回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―唐朝と山東士族との関係 

第８回 テーマ発表 

第９回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―牛李の党争 

第10回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―新興科挙官僚 

第11回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―永貞内禅と元和中興 

第12回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―宦官の専政～憲宗・穆宗・敬宗～ 

第13回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―宦官の専政～文宗・武宗～ 

第14回 『唐代政治史述論稿』「中篇 政治革命及党派分野」 

―宦官の専政～宣宗以降 

第15回 テーマ発表 

●事前学習 

・それぞれ担当となった箇所について、本文を訳し、引用されて 

いる原史料について、資料を人数分作成すること。 

・担当外の者も、本文について目を通し、自分なりの訳を準備し 

ておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

本文をもう一度読み直し、陳寅恪氏の論証の流れを確認すること。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 レポート 50%、研究発表 50%、計 100％とする。レポート及び研究

発表については授業内で講評する。 

●テキスト 

必要部分をプリント配布。 

●参考書・参考資料等 

自宅学習においては、氣賀澤保規著『中国の歴史 6 絢爛たる世界帝

国 隋唐時代』（講談社、2005 年）など、日本語で書かれている隋唐史

の概説書を参照のこと。その他、随時、紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:20～12:50 7523 研究室 
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先史文化特論ⅡＡ     （春学期／２単位） 
瀬川 拓郎 

●テーマ 

 アイヌ民族の歴史の解明は多文化共生と地域共創の重要な礎であり、

そのために必要なアイヌ民族考古学の理論と方法を学ぶ（１） 

●授業概要 

考古学・人類学・民族学・生態学などを横断し、アイヌ民族の歴史

にアプローチするアイヌ民族考古学の理論と方法を理解することで、

国際的な社会文化活動や地域振興に寄与貢献する専門職・指導者に必

要な専門的知識と考察力を習得する。 

●到達目標 

アイヌ史各時代の重要な論点をとりあげ、研究状況を具体的に紹介

しながら、討論を通じて領域横断的なアイヌ民族考古学の方法と理論

を実践的に考察する。 

●授業計画 

第１回 イントロダクション 民族考古学の方法と研究史 

第２回 旧石器時代 日本列島人の成立と人類学・言語学 

第３回 縄文時代 環状列石・周堤墓論 

第４回 縄文時代 ミイラ習俗論（１）ミイラ習俗の起源をめぐる学

説 

第５回 縄文時代 ミイラ習俗論（２）ミイラ習俗と縄文時代の 

葬制 

第６回 続縄文時代 クマ祭り起源論 

第７回 続縄文時代 海民交流論 

第８回 擦文時代 祭具・祭儀論（１）アイヌ祭儀の成立 

第９回 擦文時代 祭具・祭儀論（２）アイヌ祭具の起源 

第1 0回 擦文時代 銅鋺・錫杖・銅鏡論 

第1 1回 擦文時代 廃屋祭祀論 

第1 2回 擦文時代 祖印論（１）祖印をめぐる学説 

第1 3回 擦文時代 祖印論（２）祖印の起源の分類学的考察 

第1 4回 擦文時代 青苗文化論 

第1 5回 まとめ レポート提出 

●事前学習 

テキストを熟読し、ノートに要点を整理する。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 講義と討論の内容をノートに整理する。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点を 50％、２回のレポートを 50％、計 100％で評価する。レポ

ートについては講評をお知らせ配信で公表する。 

●テキスト 

次の文献をテキストとして使用するので各自準備する。ほかに論文

のコピーなどを適宜配布する。 

・瀬川拓郎 2007『アイヌの歴史―海と宝のノマド』 

講談社選書メチエ 

・瀬川拓郎 2016『アイヌと縄文―もうひとつの日本の歴史』 

ちくま代新書 

●参考書・参考資料等 

講義において適宜指示する。 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の火・水曜日の昼休みに 7515 研究室で対応するが、あら

かじめメールで確認すること。 

 

 

先史文化特論ⅡＢ      （秋学期／２単位） 
瀬川 拓郎 

●テーマ 

 アイヌ民族の歴史の解明は多文化共生と地域共創の重要な礎であり、

そのために必要なアイヌ民族考古学の理論と方法を学ぶ（２） 

●授業概要 

考古学・人類学・民族学・生態学などを横断し、アイヌ民族の歴史

にアプローチするアイヌ民族考古学の理論と方法を理解することで、

国際的な社会文化活動や地域振興に寄与貢献する専門職・指導者に必

要な専門的知識と考察力を習得する。 

●到達目標 

アイヌ史各時代の重要な論点をとりあげ、研究状況を具体的に紹介

しながら、討論を通じて領域横断的なアイヌ民族考古学の方法と理論

を実践的に考察する。 

●授業計画 

第１回 ニブタニ文化期 チャシ論 

第２回 ニブタニ文化期 地域社会論 アイヌ社会におけるサケの製

品化 

第３回 ニブタニ文化期 地域社会論 本州社会におけるサケ製品の

消費 

第４回 ニブタニ文化期 地域社会論 サケ生態の地域的復元と生態

学 

第５回 ニブタニ文化期 地域社会論 サケ生態の地域的復元と地理

学 

第６回 ニブタニ文化期 地域社会論 遡上河川・産卵場と集落・地

域集団 

第７回 ニブタニ文化期 地域社会論 集落移動と婚姻関係から見た

川上アイヌの社会 

第８回 ニブタニ文化期 地域社会論 送り場とチャシから見た川上

アイヌの社会 

第９回 ニブタニ文化期 地域社会論 漁法から見た川上アイヌの社 

 会 

第10回 ニブタニ文化期 地域社会論 産卵場と地域集団の階層的構

造 

第11回 ニブタニ文化期 地域社会論 上川盆地の河川生態系と河川

交通 

第12回 ニブタニ文化期 地域社会論 北海道の河川生態系と河川交

通 

第13回 ニブタニ文化期 地域社会論 アイヌのランドスケープ 

第14回 ニブタニ文化期 地域社会論 和人のランドスケープ 

第15回 まとめ レポート提出 

●事前学習 

テキストを熟読し、ノートに要点を整理する。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

講義と討論の内容をノートに整理する。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点を 50％、２回のレポートを 50％、計 100％で評価する。レポ

ートについては講評をお知らせ配信で公表する。 

●テキスト 

次の文献をテキストとして使用するので各自準備する。ほかに論文

のコピーなどを適宜配布する。 

・瀬川拓郎 2005『アイヌ・エコシステムの考古学』 

北海道出版企画センター 

・瀬川拓郎 2007『アイヌの歴史―海と宝のノマド』 

講談社選書メチエ 

・瀬川拓郎 2016『アイヌと縄文―もうひとつの日本の歴史』 

ちくま代新書 

●参考書・参考資料等 

講義において適宜指示する。 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の火・水曜日の昼休みに 7515 研究室で対応するが、あら

かじめメールで確認すること。 
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先史文化特論ⅢＡ     （春学期／２単位） 
川名 広文 

●テーマ 

 東南アジアの先史文化（前半）を学び、見解を深め、地域共創力を

身につける。 

●授業概要 

東南アジアの先史時代は、熱帯という異なる生態環境にありながら

も、完新世には島嶼部を形成したり、河口に貝塚を営んだりして狩猟

採集社会の諸相において、日本列島のそれとの共通性がみられる。東

南アジアにおける先史文化・社会の動態を比較考古学的な視点から検

討していく。 

●到達目標 

関係する雑誌論文を参考に、理解を深めるとともに考古学の研究手

法を学ぶ。 

●授業計画 

第１回 旧石器時代の島嶼部 

第２回 旧石器時代の大陸・半島部 

第３回 中石器時代ホアビニアン文化の占地 

第４回 中石器時代ホアビニアン文化の石器 

第５回 中石器時代ホアビニアン文化の石器（続）   

第６回 中石器時代ホアビニアン文化の骨角器 

第７回 中石器時代ホアビニアン文化の土器存否 

第８回 中石器時代ホアビニアン文化の貝塚 

第９回 中石器時代ホアビニアン文化の生業 

第10回 中石器時代ホアビニアン文化の葬制 

第11回 中石器時代ホアビニアン文化の壁画 

第12回 中石器時代の島嶼部 

第13回 縄文時代の文化要素・社会 

第14回 縄文文化の異同 

第15回 東南アジア先史文化の特徴 

●事前学習 

指示された雑誌論文を通読してくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 使用した論文やノートを参照し、大切な事項を再確認する。 

 各回約 50 分の事後学習を要する。 

●成績評価 

 取り組む姿勢、発表内容、レポートなどを総合して評価する。発表

や提出課題を精査し、次回までに不備や難点を再検討してもらう。 

●テキスト 

 P.ベルウッド『太平洋』（東南アジアとオセアニアの人類史）： 

法政大学出版局,1989 

●参考書・参考資料等 

＊『東南アジアの考古学』（世界の考古学⑧）：同成社,1998 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

火曜日 12:15～12:55 ７５０３研究室 

 

 

 

 

 

 

 

先史文化特論ⅢＢ      （秋学期／２単位） 
川名 広文 

●テーマ 

 東南アジアの先史文化（後半）を学び、見解を深め、地域共創力を

身につける。 

●授業概要 

東南アジアの先史時代は、熱帯という異なる生態環境にありながら

も、先進の中国文明の影響を受ける歴史地理的環境にあった点、また

古代国家成立の基盤が水稲農耕にあったこと、さらに完新世には島嶼

部を形成したなどの諸相において、日本列島のそれとの共通点が見ら

れる。東南アジアにおける先史文化・社会の動態を比較考古学的な視

点から検討していく。 

●到達目標 

関係する雑誌論文を参考に、理解を深めるとともに考古学の研究手

法を学ぶ。 

●授業計画 

第１回 稲作を伴う新石器時代の幕開け 

第２回 新石器時代の石器 

第３回 新石器時代の土器 

第４回 新石器時代の土器（続） 

第５回 新石器時代の生活空間 

第６回 新石器時代の生業 

第７回 新石器時代の埋葬 

第８回 初期金属器時代の幕開け 

第９回 金属器時代の青銅器 

第10回 金属器時代の青銅器（続） 

第11回 金属器時代の生業 

第12回 金属器時代の葬制 

第13回 金属器時代の交易 

第14回 金属器時代の社会構造 

第15回 古代国会の成立 

●事前学習 

指示された雑誌論文を通読してくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

使用した論文やノートを参照し、大切な事項を再確認する。 

各回約 50 分の事後学習を要する。 

●成績評価 

 取り組む姿勢、発表内容、レポートなどを総合して評価する。発表

や提出課題を精査し、次回までに不備や難点を再検討してもらう。 

●テキスト 

P.ベルウッド『太平洋』（東南アジアとオセアニアの人類史）： 

法政大学出版局,1989 

●参考書・参考資料等 

＊『東南アジアの考古学』（世界の考古学⑧）：同成社,1998 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

火曜日 12:15～12:55 ７５０３研究室 
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先史文化特論Ⅳ     （夏期集中／２単位） 
千本 真生 

●テーマ 

 ヨーロッパの先史考古学を学び、見解を深め、地域共創力を身につ

ける。 

●授業概要 

この授業は、欧米考古学研究の歴史について要点をおさえながら、

ヨーロッパのバルカン地域における先史文化について学ぶ講義形式の

授業である。時代の範囲は旧石器時代から青銅器時代までを対象とす

る。授業では最新の調査成果も紹介しながら、ヨーロッパ先史研究に

おいてとくに重要な農耕牧畜の導入、牧畜集団の移動と拡散、黄金文

明の繁栄、古代都市文明の波及などについて詳述し、バルカン先史文

化に関する基礎知識を得ることを目的とする。 

●到達目標 

1. 先史時代バルカン半島の歴史と文化を学ぶことで、先史時代ヨーロ

ッパの理解を深める。 

2. 東欧の考古学研究の成果にふれることで、人類史を俯瞰する視点を

身につける。 

●授業計画 

第 1 回 ヨーロッパ・バルカン半島の考古学を通じて、何を学ぶか 

第 2 回 東欧・バルカン半島の地理と自然環境 

第 3 回 バルカン半島の旧石器文化 

第 4 回 バルカン半島の中石器文化 

第 5 回 バルカン半島における新石器化 

第 6 回 バルカン半島における定住社会の成立とその物質文化 

第 7 回 バルカン半島における銅石器時代の防御性集落と集団墓 

第 8 回 黒海西岸域におけるヴァルナ墓と黄金文明 

第 9 回 バルカン半島における銅石器時代の銅・塩・交易 

第10回  ククテニ・トリポリエ文化と巨大集落の誕生と展開 

第11回  北方ステップ集団の到来と青銅器時代の幕開け 

第12回  バルカン半島における前期青銅器時代集落の様相 

第13回  青銅器時代社会の複雑化と初期都市文明の影響 

第14回  青銅器時代以降のバルカン半島と古代トラキア人 

第15回  全体のまとめ 

●事前学習 

バルカン半島の通史について一通り理解しておくこと。 

考古学に関する基礎知識を知っておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業中に配布する資料を見直し、内容について理解しておくこと。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点 75％、レポート 25％。レポートの講評は最終回に行う。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

Barry Cunliffe 1994 The Oxford Illustrated Prehistory of Europe, 

Oxford University Press.  

 Douglass Bailey 1999 Balkan Prehistory：Exclusion,  

Incorporation and Identity, Routledge 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中、授業終了後に対応する。 

 

 

 

文化学特論         （秋学期／２単位） 
南山 雅樹 

●テーマ 

 地域共創を考えるにあたり、様々な時代、民族の文化の融合につい

て取り上げて研究する。 

●授業概要 

音楽を鑑賞し、その成り立ちを分析・紹介します。主としてジャズ・

クラシックおよびワールドミュージックを採り上げ、その歴史的変遷、

どのような文化が融合して生まれたのかを検証し、ポピュラー音楽全

般への影響についても考察します。 

●到達目標 

様々な音楽を多くの視野で捉えられるようにするのが本講の主たる

目標ですが、このようなアプローチをぜひ院生のみなさんの研究テー

マにも生かして頂きたいと考えています。 

●授業計画 

第１回 ジャズの歴史とその発展 

第２回 ジャズの生い立ち 

第３回 ジャズの表現方法の特色 

第４回 ジャズの変遷 

第５回 研究発表（1） 

第６回 クラシック音楽 

第７回 時代区分 

第８回 歴史的変遷 

第９回 異文化との融合 

第10回 研究発表（2） 

第11回 民族音楽、世界のポピュラー音楽     

第12回 各地区の音楽の特色 

第13回 他のジャンルとの融合 

第14回 研究発表（3） 

第15回 まとめ 

●事前学習 

普段聴いている音楽があれば、その成り立ちについて研究してみて

欲しいと思います。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 本講でとりあげた音楽以外の音楽についても、図書館の資料（本、

CD、DVD など）で各回のテーマに沿って接してみて下さい。疑問な

点は次回の講義で解決を図ります。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 研究発表の内容 50％、テーマに基づくディスカッションの内容 50％

で評価する。 

●テキスト 

 使用する予定はありません。参考資料をテーマに応じて配布予定。 

●参考書・参考資料等 

講義の際に随時紹介します。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義の前後の時間を活用して随時対応する。 
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企業文化の国際比較特論Ａ  （春学期／２単位） 
汪  志平 

●テーマ 

社会の中で，企業はどうあるべきか，どう行動すべきかについて，

文化的なアプローチと国際的なアプローチを用いて， 

企業倫理を捉え，21 世紀のあるべき企業像を理解する。 

●授業概要 

まず，哲学的な思想や議論を整理し，企業に社会的責任があるとさ

れる理由を明らかにする。 

次に，現代企業の倫理的課題に注目し，国際社会の要請を見ていく。 

●到達目標 

企業の社会的責任と企業倫理的課題を理解する 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 社会哲学と企業の社会的責任 

第３回 企業の社会的責任の内容 

第４回 企業哲学と企業倫理 

第５回 株式会社と企業倫理 

第６回 現代企業と環境倫理 

第７回 労働社会と企業文化 

第８回 消費社会における倫理的問題 

第９回 企業における情報の利用と倫理      

第 10回 企業不祥事と企業風土 

第 11回 企業内社会関係資本 

第 12回 企業の社会貢献活動 

第 13回 企業倫理とコンプライアンス 

第 14回 企業環境とステークホルダー 

第 15回 まとめ 

●事前学習 

指定された資料を予習しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業で読んだ資料の内容を復習してまとめること。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。 

●テキスト 

授業で配布する。 

●参考書・参考資料等 

  授業で指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7703 研究室にて対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業文化の国際比較特論Ｂ  （秋学期／２単位） 

汪  志平 

●テーマ 

 現代の企業倫理とコーポレート・ガバナンスを，国際比較を通じて

理解を深める。 

●授業概要 

日本，米国，ドイツ，英国，韓国，中国における企業倫理とコーポ

レート・ガバナンスの変化と今後を考える。各国のビジネス社会と企

業はどのような変化を経験してきたのか，今はどのような状況にある

のか，喫緊の課題には何かを学習する。 

●到達目標 

企業の社会的責任と企業倫理的課題を理解する 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 企業のグローバル化と企業倫理 

第３回 多国籍企業固有の倫理的課題 

第４回 人材の多様化と企業の社会的責任 

第５回 日本の企業倫理 

第６回 日本のコーポレート・ガバナンス 

第７回 米国の企業倫理 

第８回 米国のコーポレート・ガバナンス 

第９回 ドイツの企業倫理      

第 10 回 ドイツのコーポレート・ガバナンス 

第 11 回 英国の企業倫理とコーポレート・ガバナンス 

第 12 回 韓国の企業倫理とコーポレート・ガバナンス 

第 13 回 中国の企業倫理 

第 14 回 中国のコーポレート・ガバナンス 

第 15 回 まとめ 

●事前学習 

指定された資料を予習しておくこと。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業で読んだ資料の内容を復習してまとめること。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。 

●テキスト 

授業で配布する。 

●参考書・参考資料等 

授業で指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7703 研究室にて対応します。 
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事業創造論特論Ａ      （春学期／２単位） 
佐藤 郁夫 

●テーマ 

地域経済活性化のためには、新しい価値やデザインを生み出す、事

業創造が不可欠です。それを実現するためには、①新しい価値への気

付き、②新しい価値と現実の企業活動との接合、が求められます。そ

こに至るプロセスをこの科目を通じて学びます。 

●授業概要 

本講義では、 実際の企業経営に近づけた内容を目指します。 変化

の時代に生きる企業やビジネスとはどのようなものかを学び取ってい

くことがこの講義の目的です。 このため、 講義には学生との意見交

換など対話の機会を作っていきます。 自分から議論に身を投じる意気

込みを持つことこそが変化の時代のビジネス人に求められる資質です。 

●到達目標 

① 教科書で学ぶ企業経営とは異なる視点を身につける。 

② 失敗しやすい企業経営、失敗のパターンを知識として身につけ 

る。 

●授業計画 

第１回 ベンチャー企業とは 

第２回 ベンチャー企業の事業創造効果 

第３回 ベンチャー・マネジメント（組織） 

第４回 ベンチャー企業のマーケティング（価格設定と消費者） 

第５回 無店舗販売を含めた流通マーケティング 

第６回 ICT を含めたメディア戦略 

第７回 知的財産戦略 

第８回 ベンチャー金融（店頭登録、上場、ベンチャーキャピタルな 

ど） 

第９回 ベンチャー企業支援制度 

第10回 地域経済における企業集積 

第11回 企業の社会的責任 

第12回 企業の存在理由 

第13回 ベンチャー企業の現実 

第14回 中小企業やベンチャー企業が直面する課題や問題点 

第15回 総括 

●事前学習 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業への参加程度、都度行う口頭試問などで評価を行う。 

●テキスト 

受講生の要望を聞いて選択する。 

●参考書・参考資料等 

都度紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

平日の 12 時 30 分から研究室  

 

 

 

 

 

 

 

事業創造論特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
佐藤 郁夫 

●テーマ 

 地域経済活性化のためには、新しい価値やデザインを生み出す、事

業創造が不可欠です。それを実現するためには、①新しい価値への気

付き、②新しい価値と現実の企業活動との接合、が求められます。そ

こに至るプロセスをこの科目を通じて学びます。 

●授業概要 

本講義では、 実際の企業経営に近づけた内容を目指します。 変化の

時代に生きる企業やビジネスとはどのようなものかを学び取っていく

ことがこの講義の目的です。 このため、 講義には学生との意見交換

など対話の機会を作っていきます。 自分から議論に身を投じる意気込

みを持つことこそが変化の時代のビジネス人に求められる資質です。 

●到達目標 

① 教科書で学ぶ企業経営とは異なる視点を身につける。 

② 失敗しやすい企業経営、失敗のパターンを知識として身につけ 

る。 

●授業計画 

第１回 企業とは（我が国における経済的ポジション） 

第２回 企業の役割 

第３回 企業を取り巻く経営環境 

第４回 第二次世界大戦後から高度成長期 

第５回 オイルショック後からバブル経済 

第６回 グローバル競争、サービス化とネットワーク 

第７回 中小企業基本法以前と以後 

第８回 企業金融とは 

第９回 企業金融における公的金融機関の役割 

第10回 企業金融における民間金融機関の役割 

第11回 企業と人材育成 

第12回 ファミリービジネスとは 

第13回 事業承継とは 

第14回 長寿企業の特徴 

第15回 総括 

●事前学習 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業への参加程度、都度行う口頭試問などで評価を行う。 

●テキスト 

受講生の要望を聞いて選択する。 

●参考書・参考資料等 

都度紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

平日の 12 時 30 分から研究室 
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地域活性化特論Ａ      （春学期／２単位） 
中山 健一郎 

●テーマ 

 地域活性化の本質を理解する。 

●授業概要 

地域活性にかかる概念や基本理論のほか，商店街，地域＋地域資源

の観点から地域活性化を考察する。 

●到達目標 

・地域活性化に係る専門的学術用語に慣れ、学問的体系と内容を解説

することができる。 

・経済専門誌等から、地域活性化のテーマを選び出し時事的に論じる

ことができる。 

・興味ある地域や地域産業、地域商業を選んで、それぞれが抱えてい

る社会的課題を整理し、解決するための企画、方策を提示し、実践に

繋げることができる。 

●授業計画 

第１回 オリエンテーション 

地域活性に関する基本的な概念・理論 ・授業の進め方、評価 

方法の説明 まちづくり、地域活性化事業の現状理解の確認 

第２回 マーケティング，競争戦略，地域ブランディングの基礎 

第３回 少子高齢化社会基礎 

第４回 RESAS(地域経済分析システム)を利用した地域分析 

第５回 地域経済における商店街の役割 

第６回 商店街とまちづくり(1) 商店街活性化の先行研究 

第７回 商店街とまちづくり(2) 自治体，商店街，自己組織化 

第８回 商店街とまちづくり(3) 商店街活性化事例 

第９回 アートと地域活性化(1) 芸術祭を介した地域活性化 

第10回 アートを介した地域活性化(2) シャッター街アート 

第11回 自然環境を活かした地域活性化(1) 田んぼアート 

第12回 ゲストハウスを活用した地域活性化 

第13回 地域活性化と地域ブランド 

第14回 地域活性化事業の形成プロセス・活性化事業の生成・発展 

第15回 受講生による発表（地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を 

利用し、データに基づく地域活性化の提言） 

●事前学習 

日頃から地域活性化に関する新聞や雑誌記事、ニュースなどを読み、

政策に関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。 

 各回約１時間の事前学習を要する 

●事後学習 

授業で理解が進まなかったところの復習を行うこと。興味のある活

性化事業事例について準備学習 

 各回約２時間の事後学習を要する 

●成績評価 

 授業内での発言，発表および宿題等の平常点で評価する 

●テキスト 

基本的には資料を提示ないし配布する。状況に応じて塩見治人・井

上泰夫・向井清史・梅原浩次郎『希望の名古屋圏は可能か』風媒社 2018

年をテキスト使用する 

●参考書・参考資料等 

小磯修二，村上裕一，山崎幹根『地方創生を超えて』岩波書店 2018 年 

増田寛也『地方消滅』中公新書 2015 年 

山浦晴男『地域再生入門』ちくま書房 2015 年 

山崎朗『地域創生のデザイン』中央経済社 2016 年 

大正大学地域創生学部『地域創生への招待』大正大学出版会 2020 年 

塩見治人・井上泰夫・向井清史・梅原浩次郎『希望の名古屋圏は可

能か』風媒社 2018 年。 

その他，必要な資料は適宜，紹介する 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

授業終了後，7413 研究室にて 

地域活性化特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
中山 健一郎 

●テーマ 

 経済，経営の視点から地域活性化を理解する 

●授業概要 

まちづくり、地域活性化は喫緊の社会的課題である。しかし、こう

した社会的課題を担うべき専門家の育成と、具体的な活性化事例の分

析が確立されていない。まちづくり、地域活性化の理論と体系的枠組

み、具体的な多くの事例分析に取り組み、実践的な知識やスキルの習

得、学術的な価値を創出する。 

●到達目標 

フレームワークを通じて地域創生を考える力を身につける 

●授業計画 

第１回 オリエンテーション 

第２回 地方創生とは何か。地方創生と地域活性化 

第３回 ミクロ経済的視点からみる地域活性化 

第４回 人口動態と変化 

第５回 地方移住と地方創生 

第６回 経営視点からみる地域活性化 

第７回 地域活性化とマーケティング 

第８回 地域経営戦略 

第９回 地域社会と産業集積 

第10回 学際的視点からの地域活性化 

第11回 NPO と地域活性化 

第12回 地域メディアと地域活性化 

第13回 地域鉄道と地域活性化 

第14回 東日本大震災と地域人材の育成 

第15回 受講生による発表 

●事前学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約 2 時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業内での発言，発表および宿題等の平常点で評価する。 

●テキスト 

基本的には資料を提示ないし配布する。状況に応じて大正大学地域創

生学部『地域創生への招待』大正大学出版会 2020 年を使用 

●参考書・参考資料等 

小磯修二，村上裕一，山崎幹根『地方創生を超えて』岩波書店 2018 年 

増田寛也『地方消滅』中公新書 2015 年 

山浦晴男『地域再生入門』ちくま書房 2015 年 

山崎朗『地域創生のデザイン』中央経済社 2016 年 

塩見治人・井上泰夫・向井清史・梅原浩次郎『希望の名古屋圏は可

能か』風媒社 2018 年。 

その他，必要な資料は適宜，紹介する。 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

授業終了後，7413 研究室にて 
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マーケティング特論Ａ   （春学期／２単位） 
角田 美知江 

●テーマ 

 本演習は、マーケティングに関する修士論文作成の研究指導を行う

ものである。地域企業がマーケティング活動を行う上での問題を提起

し、マーケティング理論を活用し、独自性の高い研究を行い、論文に

していくことを目指す。 

●授業概要 

本講義では、文献の輪読を通じて、マーケティングの概念を理解し、

研究への分析視点を得ることを目的とする。また、輪読を通じて得た

知見を活かし、地域の中小規模企業におけるマーケティングについて、

議論する。 

授業は、文献の輪読、事例の議論、プレゼンテーションなどによっ

て進める。 

●到達目標 

・自身の研究内容を経営学やマーケティングの理論や方法論の中で 

位置づけることができる。 

・マーケティング上の課題に対して解決のため必要な調査方法を説 

明できる。 

・様々なデータに対して最適な分析手法を提案できる。 

・分析結果を分かりやすく報告することができる。 

●授業計画 

第１回 イントロダクション 地域企業とマーケティング 

第２回 マーケティングの研究視点 

第３回 マーケティングと市場 

第４回 企業戦略とマーケティング戦略 

第５回 地域企業の背景 

第６回 地域特性と経営理念、経営者意識① 福島県南相馬の復興の 

状況 

第７回 地域特性と経営理念、経営者意識② 近江商人の伝統を受け 

継ぐ企業 

第８回 地域特性と経営理念、経営者意識③ モノづくりを残す取り 

組み 

第９回 地域特性と経営理念、経営者意識④ 地域企業による広域活 

   動 

第10回 地域特性と経営理念、経営者意識⑤  地域企業の持続性 

第11回 地域企業と産学連携、グローバルな人材育成① 企業間連携 

第12回 地域企業と産学連携、グローバルな人材育成② 企業誘致と 

地域の成長 

第13回 地域企業と産学連携、グローバルな人材育成③ 宮﨑―バン 

グラデシュモデル 

第14回 地域企業と産学連携、グローバルな人材育成④ 人材育成と 

地方企業 

第15回 まとめ 課題レポートについての議論 

●事前学習 

指定された文献を事前に読んでおくこと。ケーススタディの対象と

して指定された企業の資料を収集しておくこと。 

 各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

講義で取り上げられたマーケティングの概念や議論の内容について、

知識を深めるために、指定された文献等を熟読しておくこと。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表、積極的な発言、課題提出６０％、レポート ４０％ 

●テキスト 

『グローバル化の中の地域企業』日本経営学会東北部会プロジェクト

チーム編 文眞堂（2020.11） 

●参考書・参考資料等 

『マーケティング』池尾恭一他著 有斐閣（2010.4） 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

火曜日（10：30～12：30） 中央棟 7 階 7720 研究室 

連絡先：tsunoda@sapporo-u.ac.jp  事前にメールでアポイントをと

ること。 

マーケティング特論Ｂ   （秋学期／２単位） 
角田 美知江 

●テーマ 

 本演習は、マーケティングに関する修士論文作成の研究指導を行う

ものである。地域企業がマーケティング活動を行う上での問題を提起

し、マーケティング理論を活用し、独自性の高い研究を行い、論文に

していくことを目指す。 

●授業概要 

本講義では、文献の輪読を通じて、マーケティングの概念を理解し、

研究への分析視点を得ることを目的とする。また、輪読を通じて得た

知見を活かし、地域の中小規模企業におけるマーケティングについて、

議論する。 

授業は、文献の輪読、事例の議論、プレゼンテーションなどによっ

て進める。 

●到達目標 

・自身の研究内容を経営学やマーケティングの理論や方法論の中で 

位置づけることができる。 

・マーケティング上の課題に対して解決のため必要な調査方法を説 

明できる。 

・マーケティング戦略における競争戦略論について理解したうえで、 

企業の戦略について説明できる 

・分析結果を分かりやすく報告することができる。 

●授業計画 

第１回 イントロダクション マーケティングとポーターの競争戦略 

   論 

第２回 競争とは何か？①  競争－正しい考え方 

第３回 競争とは何か？②  五つの競争要因‐利益をめぐる競争 

第４回 競争とは何か？③  競争優位‐バリューチェーンと損益計 

算書 

第５回 戦略とは何か？①  価値創造－戦略の核 

第６回 戦略とは何か？②  トレードオフ‐戦略のかすがい 

第７回 戦略とは何か？③  適合性－戦略の増幅装置 

第８回 戦略とは何か？④  継続性－戦略の実現要因 

第９回 中小企業のグローバル経営① 中小企業を取り巻く背景 

第10回 中小企業のグローバル経営② 中小企業革新的経営 

第11回 中小企業のグローバル経営③ 企業成長とグローバル化 

第12回 中小企業のグローバル経営④ 国際標準化と知財戦略 

第13回 中小企業のグローバル経営⑤ 中小企業のグローバル経営 

第14回 中小企業のグローバル経営⑥ 成功事例から考える応用可能 

   性 

第15回 まとめ 課題レポートについての議論 

●事前学習 

講義で指定された文献を事前に読んでおくこと。 

 各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

講義で取り上げられたマーケティングの概念や議論の内容について、

整理しておくこと。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表、積極的な発言、課題提出６０％、レポート ４０％ 

●テキスト 

『〔エッセンシャル版〕マイケル・ポーターの競争戦略』マグレッタ，

ジョアン著、櫻井 祐子訳 早川書房 (2012.9) 

●参考書・参考資料等 

『革新的中小企業のグローバル経営』土屋勉男他著 同文館出版

（2015.1） 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

火曜日（10：30～12：30） 中央棟 7 階 7720 研究室 

連絡先：tsunoda@sapporo-u.ac.jp  事前にメールでアポイントをと

ること。 

mailto:tsunoda@sapporo-u.ac.jp
mailto:tsunoda@sapporo-u.ac.jp
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企業経営と財務諸表特論Ａ （春学期／２単位） 
岩橋 忠徳 

●テーマ 

 企業経営において必要とされる会計情報、特に財務諸表の計算構造

についての知識を修得する。 

●授業概要 

企業を取り巻く利害関係者は適切な意思決定を行うために、当該企

業によって作成された会計情報を入手して活用する。ここでの会計情

報とは、金融商品取引法でいえば、有価証券報告書等によって企業外

部に提供される財務諸表を指す。個別財務諸表でいえば、貸借対照表、

損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等計算書といった

各財務表における計算構造に対する理解を深めるだけにとどまらず、

財務表同士がどのように関わっているのかについても学ぶことが重要

である。 

本講義では、財務諸表がどのような原則や基準に基づいて作成され

るのかを学んだ上で、個別財務諸表ならびに連結財務諸表における計

算構造について、学んでもらう予定である。 

●到達目標 

財務諸表に包含される各財務表ならびにそれら相互間の計算構造に

ついて、説明することができる。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 財務諸表とは何か 

第３回 貸借対照表の意義 

第４回 貸借対照表に関連する原則・基準 

第５回 貸借対照表の計算構造 

第６回 損益計算書および包括利益計算書の意義 

第７回 損益計算書および包括利益計算書に関する原則・基準 

第８回 損益計算書および包括利益計算書の計算構造 

第９回 キャッシュ・フロー計算書の意義 

第10回 キャッシュ・フロー計算書(直接法)の計算構造 

第11回 キャッシュ・フロー計算書(間接法)の計算構造 

第12回 貸借対照表と損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書と 

の関係性 

第13回 株主資本等変動計算書の計算構造 

第14回 連結財務諸表とは何か 

第15回 連結貸借対照表と連結損益計算書の計算構造 

●事前学習 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 講義での報告をもとに平常点 100％で評価する。 

●テキスト 

テキストについては受講者と相談の上、決定する。 

●参考書・参考資料等 

必要となる参考書・参考資料等については適宜、授業で紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週木曜日 12:10～13:00 中央棟 7 階 7715 研究室 

上記の時間帯以外で面談を希望の方は、E-mail にて事前連絡を行うこ

と。 

 

 

 

企業経営と財務諸表特論Ｂ （秋学期／２単位） 
岩橋 忠徳 

●テーマ 

 企業経営において必要とされる会計情報、特に財務諸表について分

析する知識を修得する。 

●授業概要 

企業を取り巻く利害関係者が適切な意思決定を行うために、当該企

業によって作成される会計情報を入手して、各種の指標に基づいて分

析を行うことを経営分析という。経営分析の指標には、収益性、安全

性、生産性、効率性、成長性などがあるが、各指標における計算式を

学ぶだけでは財務諸表を有用に分析することはできない。そこで、各

指標の意義を理解するとともに、財務諸表を分析するためには各指標

をどのように複合的に用いるかについて学ぶことが重要である。 

本講義では、企業が公表する財務諸表をもとに時系列分析、あるい

は企業間比較分析や業界平均との比較分析を行うために必要とされる

指標を用いた理論や技法について考察する。さらに有価証券報告書等

を用いて実際に分析・評価を行ってもらう予定である。 

●到達目標 

財務諸表を有用に活用するために、経営分析指標を用いて企業経営

の状況について、説明することができる。 

●授業計画 

第１回 財務諸表の計算構造 

第２回 財務諸表分析とは何か 

第３回 収益性に関する分析指標―資本による分析 

第４回 収益性に関する分析指標―売上高による分析 

第５回 安全性に関する分析指標―短期支払能力の分析 

第６回 安全性に関する分析指標―長期資金調達の分析 

第７回 生産性に関する分析指標―付加価値の分析 

第８回 生産性に関する分析指標―労働生産性と労働分配率の分析 

第９回 効率性に関する分析指標―資本回転率の分析 

第10回 効率性に関する分析指標―資産とその他の回転率の分析 

第11回 成長性に関する分析指標―損益計算書項目による分析 

第12回 成長性に関する分析指標―貸借対照表項目による分析 

第13回 キャッシュ・フロー分析 

第14回 株価収益率(PER)と株価純資産倍率(PBR) 

第15回 経営分析指標に基づく総合的な評価 

●事前学習 

各回２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 講義での報告をもとに平常点 100％で評価する。 

●テキスト 

テキストについては受講者と相談の上、決定する。 

●参考書・参考資料等 

必要となる参考書・参考資料等については適宜、授業で紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週木曜日 12:10～13:00 中央棟７階 7715 研究室 

上記の時間帯以外で面談を希望の方は、E-mail にて事前連絡を行うこ
と。 
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情報科学特論Ａ      （春学期／２単位） 
伊藤 公紀 

●テーマ 

 情報科学リテラシーの修得 

●授業概要 

現代は第 4 次産業革命の只中にあると言われている。その担い手は

AI（人工知能）である。AI を支えている技術は統計学やプログラミン

グ技法など多岐にわたるが，本講義ではその中でも情報科学に焦点を

絞り，それを学ぶために必要とするプログラミング知識をオブジェク

ト指向言語の一つである Ruby の演習を交えながら学ぶ。 

●到達目標 

情報科学の分野で知られている典型的な課題を解くために，必要な

プログラミング技法を習得すること。 

●授業計画 

第１回 プログラミング言語 Ruby 

第２回 変数 

第３回 3 つの基本制御構造 

第４回 アルゴリズムの記述方法 

第５回 メソッドの定義 

第６回 クラス定義とインスタンス 

第７回 データ型 

第８回 配列 

第９回 ハッシュ 

第10回 文字列 

第11回 条件分岐と繰り返し 

第12回 論理演算 

第13回 再帰の考え方 

第14回 再帰的メソッドの定義 

第15回 まとめ 

●事前学習 

シラバスや授業のまとめで説明する次回の授業内容について，テキ

スト等でその概要を掴んでおくこと。 

各回約 1 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

前回までの授業のノート等を確認して，理解が不十分であった箇所

等を調べたり質問したりすること。 

各回約 1 時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点およびレポート内容により評価する。なお，出席が 2/3 以上

に満たない者は不合格とする。 

●テキスト 

増原英彦，東京大学情報教育連絡会 : 『情報科学入門』東京大学出

版会，2010. 

●参考書・参考資料等 

五十嵐邦明，松岡浩平 : 『ゼロからわかる Ruby 超入門』技術評論

社，2018. 

●備考 

 オブジェクト指向プログラミングの経験があることが望ましい。無

い場合は，参考書として挙げてあるテキストを併用して学ぶことを勧

める。 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週火曜日 12:15〜12:50，7716 研究室 

 

 

情報科学特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
伊藤 公紀 

●テーマ 

 情報科学リテラシーの修得 

●授業概要 

本講義ではアルゴリズムを計算量という視点で評価することを学ぶ。

また，現実世界にあるさまざまな事象を記録するためのデータの表現

形式とその特徴，およびそれに適したアルゴリズムについて検討して

いく。なお，本講義はオブジェクト指向プログラミング言語の一つで

ある Ruby を使用し演習を交えながら学ぶ。 

●到達目標 

情報科学の概念（アルゴリズムと計算量，典型的な数値計算法，パ

ターン認識など）や技法を習得すること。 

●授業計画 

第１回 アルゴリズムとは 

第２回 計算量（O 記法） 

第３回 整列アルゴリズム（単純整列法） 

第４回 整列アルゴリズム（併合整列法） 

第５回 整列アルゴリズムの時間計算量 

第６回 数値計算（数値積分 

第７回 乱数 

第８回 実数データと誤差 

第９回 Gauss 消去法，Gauss-Jordan 法 

第10回 モンテカルロ法 

第11回 動的データ構造 

第12回 レコード 

第13回 再帰データ構造（リスト構造 

第14回 再帰データ構造（木構造） 

第15回 まとめ 

●事前学習 

シラバスや授業のまとめで説明する次回の授業内容について，テキ

スト等でその概要を掴んでおくこと。 

各回約 1 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

前回までの授業のノート等を確認して，理解が不十分であった箇所

等を調べたり質問したりすること。 

各回約 1 時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点およびレポート内容により評価する。なお，出席が 2/3 以上

に満たない者は不合格とする。 

●テキスト 

増原英彦，東京大学情報教育連絡会 : 『情報科学入門』東京大学出

版会，2010. 

●参考書・参考資料等 

特になし 

●備考 

 オブジェクト指向プログラミングの経験が必要である。 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週火曜日 12:15〜12:50，7716 研究室 
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地方自治特論Ａ      （春学期／２単位） 
武岡 明子 

●テーマ 

 地方自治の現状と課題、その解決方策の検討 

●授業概要 

地方自治体は私たちにとって最も身近な「政府」であり、様々な行

政サービスを提供する一方で時に私たちの権利を制限し義務を課す権

力的な存在でもある。分権型社会と言われて久しいが、複雑多様化す

る行政需要にどう対応するか、国との役割分担のあり方、首長のリー

ダーシップ、議員のなり手をどう確保するかなど、自治体を取り巻く

環境は年々厳しさを増している。 

この授業では、地方自治が直面する現状と課題について学び、その

改革方策について検討する。授業は受講者によるテキストの輪読およ

び発表により進める。 

●到達目標 

１ 地方自治の理念や制度を理解し、主体的に行動する力を涵養す 

 る 

２ 地方自治が直面する課題の解決に向けて幅広く社会で活躍でき 

る専門性を身につける 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 自治体と地方自治制度 

第３回 日本の地方自治制度の歴史 

第４回 地方分権改革 

第５回 都道府県と市区町村 

第６回 第２回から第５回までの振り返りと考察 

第７回 自治体の統治構造 

第８回 首長と執行機関 

第９回 議会と議員 

第10回 第７回から第９回までの振り返りと考察 

第11回 自治体の政策と総合計画 

第12回 政策法務と条例 

第13回 産業政策と地方創生 

第14回 まちづくりと公共事業 

第15回 第 11 回から第 14 回までの振り返りと考察 

●事前学習 

テキストの該当箇所を読み、自分の担当箇所のレジュメを作成する。

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

メモ等をもとに授業ノートを整理すること。各回約１時間の事後学

習を要する 

●成績評価 

 平常点 100％ 

●テキスト 

礒崎初仁・金井利之・伊藤正次『ホーンブック地方自治（新版）』北 

樹出版。2020 年。 

●参考書・参考資料等 

必要に応じて、随時、紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中、毎週水曜日 9:30～10:20（7404 研究室）。 

 

 

 

地方自治特論Ｂ      （秋学期／２単位） 
武岡 明子 

●テーマ 

 地方自治の現状と課題、その解決方策の検討 

●授業概要 

地方自治体は私たちにとって最も身近な「政府」であり、様々な行

政サービスを提供する一方で時に私たちの権利を制限し義務を課す権

力的な存在でもある。分権型社会と言われて久しいが、複雑多様化す

る行政需要にどう対応するか、国との役割分担のあり方、首長のリー

ダーシップ、議員のなり手をどう確保するかなど、自治体を取り巻く

環境は年々厳しさを増している。 

この授業では、地方自治が直面する現状と課題について学び、その

改革方策について検討する。授業は受講者によるテキストの輪読およ

び発表により進める。 

●到達目標 

１ 地方自治の理念や制度を理解し、主体的に行動する力を涵養す 

 る 

２ 地方自治が直面する課題の解決に向けて幅広く社会で活躍でき 

る専門性を身につける 

●授業計画 

第１回 環境政策とリサイクル 

第２回 福祉政策と健康 

第３回 子育て支援と教育 

第４回 防災政策と安全 

第５回 第１回から第４回までの振り返りと考察 

第６回 自治体の組織管理 

第７回 財政運営と財政改革 

第８回 職員の職務と人事管理 

第９回 行政統制と自治体改革 

第10回 第６回から第９回までの振り返りと考察 

第11回 住民と自治体 

第12回 コミュニティの自治と協働 

第13回 住民運動と市民参加 

第14回 第 11 回から第 13 回までの振り返りと考察 

第15回 １年間のまとめ 

●事前学習 

テキストの該当箇所を読み、自分の担当箇所のレジュメを作成する。

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

メモ等をもとに授業ノートを整理すること。各回約１時間の事後学

習を要する。 

●成績評価 

 平常点 100％ 

●テキスト 

礒崎初仁・金井利之・伊藤正次『ホーンブック地方自治（新版）』北 

樹出版。2020 年。 

●参考書・参考資料等 

必要に応じて、随時、紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中、毎週水曜日 9:30～10:20（7404 研究室）。 
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表象文化史特別演習Ａ     （春学期／２単位） 
松友 知香子 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

表象文化史特論Ａ・Ｂで学んだことを基礎として、修士論文の指導

を行う。それぞれのテーマに応じて、先行研究や資料を読み込み、演

習での議論を通じて、独自のテーマを提起し、実証的な論文を執筆す

る。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

修士論文のテーマを深めるべく、様々な資料を渉猟する。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 議論した事柄について整理し、問題点をより明確にしておく。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点、ディスカッションの参加度、修士論文で評価する。 

●テキスト 

 参考となるテキストを授業中に配布する。 

●参考書・参考資料等 

別途、参考資料を授業中に配布する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:00〜13:00  7520 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表象文化史特別演習Ｂ     （秋学期／２単位） 
松友 知香子 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

表象文化史特論Ａ・Ｂで学んだことを基礎として、修士論文の指導

を行う。それぞれのテーマに応じて、先行研究や資料を読み込み、 

演習での議論を通じて、独自のテーマを提起し、実証的な論文を執

筆する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2）     

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

修士論文のテーマを深めるべく、様々な資料を渉猟する。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

議論した事柄について整理し、問題点をより明確にしておく。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点、ディスカッションの参加度、修士論文で評価する。 

●テキスト 

参考となるテキストを授業中に配布する。 

●参考書・参考資料等 

別途、参考資料を授業中に配布する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:00〜13:00  7520 研究室 
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言語特別演習Ａ        （春学期／２単位） 
濱田 英人 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

・研究テーマについて先行研究の成果を踏まえ、幅広い視点から考

察し、質の高い修士論文が執筆できるよう指導する。 

・分析の手順、論理展開、結論への導き方、また、修士論文の書式

や体裁について指導する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

先行研究を読み主張をまとめる。自己の主張との関係を明らかにす

る。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 指摘事項に基づき、修士論文の執筆を進める。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の準備作業の質、及び修士論文の進捗状況により評価する。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

研究テーマに応じて指示する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

毎週月曜日 15:00～16:00  濱田研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語特別演習Ｂ        （秋学期／２単位） 
濱田 英人 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

研究テーマについて先行研究の成果を踏まえ、幅広い視点から考察

し、質の高い修士論文が執筆できるよう指導する。また、中間発表に

向けて論点の整理を行い、指摘された事項を整理し、加筆修正する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2）     

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

研究テーマの関係する論文や書籍を読み込み、自己の主張に取り込

む。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

指導事項に基づき加筆修正する。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の準備作業の質、及び修士論文の最終的な内容により評価する。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

究テーマに応じて指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

毎週月曜日 15:00～16:00  濱田研究室 
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身体文化特別演習Ａ      （春学期／２単位） 
瀧元 誠樹 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

「スポーツの現在について考える」をテーマに、歴史や社会、環境

がどのようにスポーツへ影響を与えているのか、逆にスポーツが歴史

や社会、環境にどのように影響を与えているのかを考えていくことが

大きな目的となる。そこから受講生の関心に沿った個別のテーマを再

考し、研究計画を立て直し、研究に取り組む。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

テキストを読み、用語解説・要約・私見考察によるレジュメを作成

して授業準備をする。 

各回約６時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業内容を振り返り、レジュメやノートの整理をし、修士論文執筆

に活かす。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点 100％ 

●テキスト 

 稲垣正浩他『近代スポーツのミッションは終わったか 身体・メデ

ィア・世界』：平凡社, 2009 

●参考書・参考資料等 

適宜、紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の昼休み、研究室にて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

身体文化特別演習Ｂ       （秋学期／２単位） 
瀧元 誠樹 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

受講生の取り組んでいる修士論文テーマを中心に、関連領域のテキ

スト講読やディスカッションをしていく。修士論文作成にあたっては、

テーマが拡散することは好まれないけれども、むしろ本演習において

は思考の幅が狭まらず視野が広がるようにしていきたい。 

 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

レジュメを作成し、授業準備する。 

各回約６時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業内容を振り返り、修士論文執筆に活かす。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点 100％ 

●テキスト 

適宜、紹介する。 

●参考書・参考資料等 

適宜、紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の昼休み、研究室にてする。 
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日本文学特別演習ⅠＡ      （春学期／２単位） 
荒木 奈美 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

修士論文完成に向け、より実際的な指導をすることを主たる目的と

する。すでに研究主題が定まっている院生を対象とし、論文としてま

とめたい内容を具体的かつ効果的に記述するための技法について学ぶ。

今年度は宮沢賢治を中心に取り扱う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

次週扱う箇所を読み、読書レポートを書いてくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業を通して考えたことなどを授業レポートとしてまとめておく。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業で課すミニレポート６割、およびまとめの回に課す、口

頭発表４割を合わせた総合評価とする。 

●テキスト 

 授業ごとに指示する。 

●参考書・参考資料等 

参加者の話し合いの内容に応じて、参考資料を授業ごとに準備・配

布する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

毎週火曜日—木曜日 12:30-12:50（要事前連絡）7510 研究室 

 

 

 

 

 

日本文学特別演習ⅠＢ      （秋学期／２単位） 
荒木 奈美 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

修士論文完成に向け、より実際的な指導をすることを主たる目的と

する。春学期で得た知見をもとに、論文添削指導が中心となる。添削

指導に当たっては、内容に応じて論文内容を深めるための課題を課す

こともある。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

計画書に従い、翌週までに論文を執筆する。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

添削指導内容を踏まえ、翌週までに論文を訂正する。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の授業で課す論文６割、およびまとめの回に課す、口頭発表４

割を合わせた総合評価とする。 

●テキスト 

必要に応じ、授業ごとに指示する。 

●参考書・参考資料等 

参加者の話し合いの内容に応じて、参考資料を授業ごとに準備・配

布する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

毎週火曜日—木曜日 12:30-12:50（要事前連絡）7510 研究室 
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日本文学特別演習ⅡＡ      （春学期／２単位） 
田中 幹子 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

平安文化について歴史的側面から文学を読み解く ―平安文学作品

について― 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

平安王朝期についての歴史的事実を予習。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 毎回学んだことを A4 版１枚にまとめる。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 各回の担当者のプレゼンと発表資料 6 割、レポート 4 割。 

レポート内容は、修士論文を念頭にテーマを決める。 

●テキスト 

 小学館日本古典新全集『源氏物語』 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

木曜日昼休み 於研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本文学特別演習ⅡＢ      （秋学期／２単位） 
田中 幹子 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

平安文化について制度・風習の側面から文学を読み解く ―源氏物

語について― 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

平安王朝期の政治・婚姻について調べておく。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

毎回学んだことを A4 版１枚にまとめる。 

（修士論文訂正箇所及び補充） 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 修士論文を一章一節ごとに提出。その結果により評価する。 

●テキスト 

小学館日本古典新全集『源氏物語』 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

木曜日昼休み 於研究室 
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日本語特別演習Ａ        （春学期／２単位） 
渡辺 さゆり 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

本居春庭『詞八衢』における各動詞の証例を『古事記伝』の注釈と

比較し精査する。精査した内容に基づいて修士論文作成の指導を行う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

修士論文の完成に向けて毎回論文作成をすすめ、問題点や疑問点を

明らかにしつつ研究報告の準備をすること。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 疑問点・問題点を修正しながら、修士論文を執筆すること。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 発表内容・研究内容の総合評価 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7502 研究室にて対応します。（30 分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語特別演習Ｂ       （秋学期／２単位） 
渡辺 さゆり 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

本居春庭『詞八衢』における各動詞の証例を『古事記伝』の注釈と

比較し精査した結果につい検討・考察を加えながら修士論文完成に向

けて指導を行う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

修士論文の完成に向けて毎回論文作成をすすめ、問題点や疑問点を

明らかにしつつ研究報告の準備をすること。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

疑問点・問題点を修正しながら、修士論文を執筆すること。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 発表内容・研究内容の総合評価。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7502 研究室にて対応します。（30 分程度） 
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北方文化特別演習ⅠＡ     （春学期／２単位） 
本田 優子 

●テーマ  

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

アイヌ文化に関する調査研究を進め、収集した資料を確実に読み込

むことにより研究の確度をたかめる。そのうえで、高度な質を有する

修士論文を執筆できるように指導する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

収集した資料を読み込む。 

資料に基づき、執筆作業を進める。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

指摘事項に基づき、記述を加筆修正する。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の準備作業の質および、そのために必要だった作業量により評

価する。 

●テキスト 

 特になし 

●参考書・参考資料等 

特になし 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

講義終了後、本田研究室（中央棟 7508）にて対応。(30 分程度) 

 

 

 

 

 

 

北方文化特別演習ⅠＢ      （秋学期／２単位） 
本田 優子 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

アイヌ文化に関する調査研究を進め、収集した資料を確実に読み込

むことにより研究の確度をたかめる。そのうえで、高度な質を有する

修士論文を執筆できるように指導する。 

中間発表に向けて論点の整理を行い、指摘された事項を整理し、加筆

修正する。 

期日までに修士論文を完成させ提出する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

収集した資料を読み込む。 

資料に基づき、執筆作業を進める。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

指摘事項に基づき、記述を加筆修正する。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

回の準備作業の質および、そのために必要だった作業量により評価 

する。 

修士論文の最終的な内容により評価する。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

特になし。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、本田研究室（中央棟 7508）にて対応。(30 分程度) 
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北方文化史特別演習Ａ      （春学期／２単位） 
川上  淳 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

修士論文作成の基礎を指導する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

毎回の指導に沿って、下調べしてくる。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 毎回の指導に沿って、再度調べてくる。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の指導による討論の内容で評価する。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

その都度、指示する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

金曜日 12:10～13:00 7521 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北方文化史特別演習Ｂ     （秋学期／２単位） 
川上  淳 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

修士論文完成に向けた演習、個別指導。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

毎回の指導を下調べしてくる。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

毎回の指導の結果を、調査してくる。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

毎回の討論と、修士論文の完成度合い。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

その都度、指導する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

金曜日 12:10～13:00 7521 研究室 
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比較文化特別演習ⅠＡ     （春学期／２単位） 
張  偉雄 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

日中比較文学・比較文化、異文化コミュニケーション、翻訳研究の

角度で研究計画の作成に理論と研究方法を提示する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

資料の熟読、発表の準備をしておくこと。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

提示された課題を完成すること。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

研究計画による。 

●テキスト 

プリント 

●参考書・参考資料等 

張 偉雄『比較文学考』白帝社,2012 

●備考 

 日中比較なので中国語の読解力が必要。 

●オフィスアワー 

水曜日 12:10~13:00 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較文化特別演習ⅠＢ     （秋学期／２単位） 
張  偉雄 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

日中比較文学・比較文化、異文化コミュニケーション、翻訳研究の

理論と研究方法に基づいて研究論文の作成を指導する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

資料の熟読、発表の準備をしておくこと。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

提示された課題を完成すること。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

研究論文の進展による。 

●テキスト 

プリント 

●参考書・参考資料等 

張 偉雄『比較文学考』白帝社,2012 

●備考 

 日中比較なので中国語の読解力が必要。 

●オフィスアワー 

水曜日 12:10~13:00 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－65－ 

比較文化特別演習ⅡＡ      （春学期／２単位） 
小笠原 はるの 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

比較文化、異文化コミュニケーション、翻訳研究の角度で研究計画

の作成に理論と研究方法を提示する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

資料の熟読、発表の準備をしておくこと。 

各回約１０時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 提示された課題を完成すること。 

 各回約１０時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 修士論文の進捗状況および論文内容 100％ 

●テキスト 

 必要に応じて紹介する。 

●参考書・参考資料等 

必要に応じて紹介する。 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントをとったうえで、調整 

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較文化特別演習ⅡＢ     （秋学期／２単位） 
小笠原 はるの 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

比較文化、異文化コミュニケーション、翻訳研究の理論と研究方法

に基づいて研究論文の作成を指導する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

資料の熟読、発表の準備をしておくこと。 

各回約１０時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

提示された課題を完成すること。 

各回約１０時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

修士論文の進捗状況および論文内容 100％ 

●テキスト 

必要に応じて紹介する。 

●参考書・参考資料等 

必要に応じて紹介する。 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

メール等で事前にアポイントメントをとったうえで、調整 

連絡先：hogasa@sapporo-u.ac.jp 
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比較歴史特別演習ⅠＡ     （春学期／２単位） 

高瀬 奈津子 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

本演習は中国北朝隋唐史分野で修士論文を作成しようとする者を対

象とする。 

参加者の研究テーマをもとに、ある時代の通史を把握するために、

おもに政治史を中心とする研究史を数回発表する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

毎回、論文の進捗状況をまとめた資料を作成すること。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 報告の結果の「振り返り」を行い、次回の授業の時に「振り返り」

をどう反映したか、報告できるようにすること。 

 各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 研究発表により評価を行う。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

随時、紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:20～12:50 7523 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

比較歴史特別演習ⅠＢ     （秋学期／２単位） 

高瀬 奈津子 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

本演習は中国北朝隋唐史分野で修士論文を作成しようとする者を対

象とする。論文の完成に向けた作業を行う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

 

 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

毎回、論文の進捗状況をまとめた資料を作成すること。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

報告の結果の「振り返り」を行い、次回の授業の時に「振り返り」

をどう反映したか、報告できるようにすること。 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

研究発表により評価を行う。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

随時、紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中毎週火曜日 12:20～12:50 7523 研究室 
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先史文化特別演習ⅡＡ     （春学期／２単位） 

瀬川 拓郎 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

先史文化特論で学ぶ北海道考古学の諸問題・諸課題を参考に修士論

文のテーマを策定し、関連するテキストの講読やディスカッションを

進めるとともに、論文作成の技法などその基礎を学ぶ。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

レジュメを作成し、発表準備を行う。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業内容を振り返り。疑問個所や未解決部分の調査を行う。 

 各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

 平常点 100％。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

講義において適宜指示する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の火・水曜日の昼休みに７５１５研究室で対応するが、

あらかじめメールで確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

先史文化特別演習ⅡＢ     （秋学期／２単位） 

瀬川 拓郎 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

修士論文の完成に向けて、自ら立案した研究計画に沿って調査研究

を進めるとともに、毎回報告する論文内容の進捗状況の確認および添

削指導と助言を通じて、精度の高い論文の完成を目指す。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

レジュメを作成し、発表準備を行う。 

各回約３時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業内容を振り返り、未解決部分や未解決部分の調査を行う。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

平常点 100％。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

講義において適宜指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義期間中の火・水曜日の昼休みに７５１５研究室で対応するが、

あらかじめメールで確認すること。 
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先史文化特別演習ⅢＡ     （春学期／２単位） 

川名 広文 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

『日本考古学』、『考古学雑誌』、『考古学研究』、『北海道考古学』な

どの雑誌論文を参考にして、課題の設定、資料収集、分析、考察、結

語などの論証手順に加え、図表、参考文献、注、図表典拠などの作法

を学ぶ。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

指示された雑誌論文を精読し、疑問点や問題点を拾い出してくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 検討した雑誌論文を再読し、参考にできる長所を学ぶ。 

 各回約 50 分の事後学習を要する。 

●成績評価 

 毎回の出席と取組む姿勢で評価する。 

●テキスト 

 その都度、優れた雑誌論文を指示する。 

●参考書・参考資料等 

近年の関係する専門書や優れた雑誌論文。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

火曜日 12:15～12:55 ７５０３研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

先史文化特別演習ⅢＢ     （秋学期／２単位） 

川名 広文 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

『日本考古学』、『考古学雑誌』、『考古学研究』、『北海道考古学』な

どの雑誌論文を参考にして、課題の設定、資料収集、分析、考察、結

語などの論証手順に加え、図表、参考文献、注、図表典拠などの作法

を学ぶ。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

指示された雑誌論文を精読し、疑問点や問題点を拾い出してくる。 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

検討した雑誌論文を再読し、参考にできる長所を学ぶ。 

各回約 50 分の事後学習を要する。 

●成績評価 

毎回の出席と取組む姿勢で評価する。 

●テキスト 

その都度、優れた雑誌論文を指示する。 

●参考書・参考資料等 

近年の関係する専門書や優れた雑誌論文。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

火曜日 12:15～12:55 ７５０３研究室 
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企業文化の国際比較特別演習Ａ（春学期／２単位） 
汪 志平 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

演習では，企業文化の国際比較特論で学んだ研究領域や理論をもと

に，教員の許可を得てから早期に修士論文のテーマ，対象，方法を決

め，年間スケジュールを決め，それに沿って研究を進めてもらう。 

 数回，進み具合と論文内容についての報告が求められ，それに対し

て討論や助言がなされる。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●成績評価 

 授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。 

●テキスト 

 特になし。 

●参考書・参考資料等 

授業で指示する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7703 研究室にて対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業文化の国際比較特別演習Ｂ（秋学期／２単位） 
汪 志平 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

修士論文テーマを中心に，関連領域の書物や論文を購読していく。

修士論文の完成に向け，より実際的な指導をし，論文添削指導が中心

となる。内容に応じて，課題を課すこともある。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●成績評価 

授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。 

●テキスト 

特になし。 

●参考書・参考資料等 

授業で指示する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

講義終了後、7703 研究室にて対応します。 
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事業創造論特別演習Ａ     （春学期／２単位） 
佐藤 郁夫  

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

本演習では、学生が選択した修士論文作成の進捗をチェックすると

ともに、執筆内容の助言等を実施する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 各回約１時間の事後学習を要する。  

●成績評価 

 修士論文作成を評価基準にする。 

●テキスト 

 都度紹介する。 

●参考書・参考資料等 

都度紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

平日の 12 時 30 分から研究室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業創造論特別演習Ｂ     （秋学期／２単位） 
佐藤 郁夫 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

本演習では、学生が選択した修士論文作成の進捗をチェックすると

ともに、執筆内容の助言等を実施する。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

各回約１時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約１時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

修士論文作成を評価基準にする。 

●テキスト 

都度紹介する。 

●参考書・参考資料等 

都度紹介する。 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

平日の 12 時 30 分から研究室 
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地域活性化特別演習Ａ     （春学期／２単位） 
 中山 健一郎 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

修士論文の作成にあたり，論文の基本的マナー，フレームワークの

構築，資料収集法等を指導し，中間報告に向けたアウトラインができ

る状態をつくる。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 各回約 2 時間の事後学習を要する。  

●成績評価 

 研究進捗状況の発表の内容により評価。 

●テキスト 

 適宜，紹介する。 

●参考書・参考資料等 

適宜，紹介する。 

●備考 

特になし。 

●オフィスアワー 

授業終了後，7413 研究室にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化特別演習Ｂ     （秋学期／２単位） 
中山 健一郎 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

修士論文の執筆に向けた具体的指導を行う。執筆過程での補足の現

地調査や資料収集法の指導も併せて行う。 

 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約 2 時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

授業での発表・発言内容、平常点で総合的に評価する。 

●テキスト 

適宜，紹介する 

●参考書・参考資料等 

適宜，紹介する 

●備考 

 特になし。 

●オフィスアワー 

授業終了後，7413 研究室にて 
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マーケティング特別演習Ａ （春学期／２単位） 
 角田 美知江 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

企業のマーケティング戦略について研究していく。特に近年注目さ

れている、地域中小企業の事業承継やスピンオフ企業について、マー

ケティング戦略の視点から考察し、研究テーマを設定したうえで、修

正論文を作成していく。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

担当する課題を調べ、レジュメを作成し、パワーポイントで発表で

きるようにする。また、関連する事項について調べ、発表時の質問に

備える。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

自身の研究を進めていくために、必要な文献を熟読すること、また

その内容についてまとめて報告すること。 

各回約２時間の事後学習を要する。  

●成績評価 

 授業時の発言、課題提出、発表 ５０％  レポート提出 ５０％ 

●テキスト 

 使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

●参考書・参考資料等 

講義時に紹介する 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

火曜日（10：30～12：30） 中央棟 7 階 7720 研究室 

連絡先：tsunoda@sapporo-u.ac.jp  事前にメールでアポイントをとる

こと。 

 

マーケティング特別演習Ｂ (秋学期／２単位） 
角田 美知江 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

企業のマーケティング戦略について研究していく。特に近年注目さ

れている、地域中小企業の事業承継やスピンオフ企業について、マー

ケティング戦略の視点から考察し、研究テーマを設定したうえで、修

正論文を作成していく。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

担当する課題を調べ、レジュメを作成し、パワーポイントで発表で

きるようにする。また、関連する事項について調べ、発表時の質問に

備える。 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

自身の研究を進めていくために、必要な文献を熟読すること、また

その内容についてまとめて報告すること。 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

授業時の発言、課題提出、発表 ５０％  レポート提出 ５０％ 

●テキスト 

使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

●参考書・参考資料等 

講義時に紹介する 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

 火曜日（10：30～12：30） 中央棟 7 階 7720 研究室 

連絡先：tsunoda@sapporo-u.ac.jp  事前にメールでアポイントをと

ること。 

 

 



－73－ 

企業経営と財務諸表特別演習Ａ（春学期／２単位） 
 岩橋 忠徳 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

企業経営との関連から、当該企業によって公表される財務諸表を作

成するための原則や基準についての修士論文を執筆するための指導を

行う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 各回約２時間の事後学習を要する。  

●成績評価 

 講義での報告をもとに平常点 100％で評価する。 

●テキスト 

 テキストについては受講者と相談の上、決定する。 

●参考書・参考資料等 

必要となる参考書・参考資料等については適宜、授業で紹介する。 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週木曜日 12:10～13:00 中央棟 7 階 7715 研究室 

上記の時間帯以外で面談を希望の方は、E-mail にて事前連絡を行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業経営と財務諸表特別演習Ｂ（秋学期／２単位) 
岩橋 忠徳 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

企業経営との関連から、当該企業によって公表される財務諸表を作

成するための原則や基準についての修士論文を提出するための指導を

行う。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

各回約２時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

各回約２時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

講義での報告をもとに平常点 100％で評価する。 

●テキスト 

テキストについては受講者と相談の上、決定する。 

●参考書・参考資料等 

必要となる参考書・参考資料等については適宜、授業で紹介する。 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週木曜日 12:10～13:00 中央棟 7 階 7715 研究室 

上記の時間帯以外で面談を希望の方は、E-mail にて事前連絡を行う

こと。 
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情報科学特別演習Ａ    （春学期／２単位） 
 伊藤 公紀 

●テーマ 

 研究計画を確認し、修士論文を執筆する。 

●授業概要 

研究テーマとして選定した社会現象について，マルチエージェント

シミュレーションを適用し，その事象のメカニズムの解明をめざす。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 ガイダンス 

第２回 研究計画の確認 

第３回 研究進捗状況の報告（1） 

第４回 研究進捗状況の報告（2） 

第５回 研究進捗状況の報告（3） 

第６回 研究進捗状況の報告（4） 

第７回 研究進捗状況の報告（5） 

第８回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第９回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第10回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第11回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第12回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第13回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第14回 春学期の成果報告 

第15回 夏期休暇中の研究予定確認 

●事前学習 

研究テーマに関わる参考文献の調査やマルチエージェントシミュレー

ションの設計・コーディング等を行っておくこと。 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

 授業等で受けた指導内容に沿って，参考文献の調査やマルチエージ

ェントシミュレーションの設計・コーディングを行っておくこと。 

各回約 2 時間の事後学習を要する。 

 ●成績評価 

 平常点およびレポート内容により評価する。なお，出席が 2/3 以上

に満たない者は不合格とする。 

●テキスト 

 特になし 

●参考書・参考資料等 

特になし 

●備考 

特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週火曜日 12:15〜12:50，7716 研究室 

 

 

 

 

 

 

 

情報科学特別演習Ｂ    （秋学期／２単位) 
伊藤 公紀 

●テーマ 

 研究テーマに則った修士論文を提出する。 

●授業概要 

研究テーマとして選定した社会現象について，マルチエージェント

シミュレーションを適用し，その事象のメカニズムの解明をめざす。 

●到達目標 

文化学の高度な理解と研究を踏まえつつ、研究テーマにおける専門

性を深めた修士論文を完成する。 

●授業計画 

第１回 研究成果の報告 

第２回 修士論文執筆内容の指導（1） 

第３回 修士論文執筆内容の指導（2） 

第４回 修士論文執筆内容の指導（3） 

第５回 修士論文執筆内容の指導（4） 

第６回 修士論文執筆内容の指導（5） 

第７回 修士論文執筆内容の指導（6） 

第８回 修士論文中間発表会の準備（1） 

第９回 修士論文中間発表会の準備（2） 

第10回 修士論文中間発表会予行 

第11回 中間発表会における問題点の整理 

第12回 中間発表会における問題点修正 

第13回 修士論文の仕上げ（1） 

第14回 修士論文の仕上げ（2） 

第15回 修士論文提出の最終報告 

●事前学習 

研究テーマに関わる参考文献の調査や論文執筆，マルチエージェント

シミュレーションの設計・コーディング等を行っておくこと。 

各回約 2 時間の事前学習を要する。 

●事後学習 

授業等で受けた指導内容に沿って，論文の執筆やマルチエージェント

シミュレーションの設計・コーディングを行っておくこと。 

各回約 3 時間の事後学習を要する。 

●成績評価 

修士論文の内容により評価する。なお，出席が 2/3 以上に満たない

者は不合格とする。 

●テキスト 

特になし 

●参考書・参考資料等 

特になし 

●備考 

 特になし 

●オフィスアワー 

講義期間中の毎週火曜日 12:15〜12:50，7716 研究室 

 

 

 

 

 


