
科目名 国際研究入門

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 田浪亜央江（代表）＋ 国際学部教員

履修時期 前期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要

国際学部で学ぶとはどういうことか。この問いに、受講生がそれぞれの関心を深めながら取り組み、国際学
部における各自の学修と研究に一定の見通しを得ることが、本講義の目的です。各回の講義では、国際学部
の教員が多様な専門分野の視点から、国際学部での学修と研究の可能性を提示するとともに、4年間で何を
学んでほしいか、どのような経験を積んでほしいか、そして何を身につけてほしいか、などについてそれぞれ
の思いを語ります。また、海外派遣プログラムや留学について上級生の経験者に話してもらう回もあります。

科目の到達目標 受講生が、各教員からのメッセージを受け止めたうえで、国際学部での4年間の学修と研究の方向性につい
て、できるだけ具体的な展望を得ること。

受講要件 国際学部必修（専門基礎）科目

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 国際学部必修（専門基礎）科目であるため。

事前・事後学修 事前学修はとくに必要ありませんが、各講義の後に、講義ノートと配布資料を見返し、紹介された参考文献を
読むなどして、講義の内容を各自が深めることが求められます。

講義内容

以下のような予定で講義を進めます。内容や順序を変更することもあります。
第1回 5/12（火）：イントロダクション──国際学部で学ぶために（田浪）
第2回 5/19（火）：国際学部語学センターガイダンス（語学センター）
第3回 5/26（火）：「学部派遣海外インターンシップ」帰国報告（吉田）
第4回 6/2（火）：アメリカ大統領と広島──メディアの視点から（井上）
第5回6/9（火）：国際協力でどうメシを食うのか（古澤）
第6回6/16（火）：共生を哲学する──ヨーロッパの視点から（柿木）
第7回6/23（火）：グローバリゼーションと日本の港湾政策（寺田） 
第9回6/30（火）：多様性で美味しく（アザム）
第9回7/7（火）：国際都市マカオ－世界史の縮図（飯島）
第10回7/14（火）：「地域」から／への視点：ロシアを例として（斎藤） 
第11回7/21（火）：歴史学を学ぶ意味（武田）
第12回7/28（火）：アフリカでのフィールドワークは止められない：大学に入って見つけたアブノーマルな生き方
（目黒）
第13回8/4（火）：なぜ外国語の習得が難しいと感じるのか―言語学の視点から（藤原） 
第14回8/17（火）：期末試験日 ※教室では実施せず、WebClassで回収。
※括弧内は担当教員名（敬称略）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
留学体験報告に関する課題および期末試験（配点は50％ずつ。それぞれWebClassを通じて提出）の内容を
評価します。10回以上の出席がない場合は課題を提出出来ません。オンラインでの受講となりますが、明ら
かに態度が悪い・出席状況を偽るなどの行為をした場合は、成績評価の対象から外されることもあります。

教科書等 教科書はとくに指定しません。各担当者が講義のなかで参考文献を紹介します。

担当者プロフィール 各担当者のプロフィールについては、国際学部ホームページを参照してください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 基礎演習

単位数 1.0

担当者 国際学部教員

履修時期 後期

履修対象 国際学部1年生

講義形態

概要

演習テーマ
みずから学ぶことを楽しむ：国際学部での学びへのオリエンテーション
演習概要
高等学校までとは異なる大学での学びの特色を理解しながら、国際学部における自律的な学びと研究の基
礎となるアカデミック・スキルズ（学術的研究のための技能）を体得していくために、講義ノートや要約（レジュ
メ）、あるいは短い書評を用いた発表やディスカッションの場を設ける。
授業形態
演習

科目の到達目標 国際学部でみずから考え、学んでいくために、講義の聴き方と生かし方、レポートの基本的な書き方や約束
事などを楽しみながら身につけるとともに、幅広い読書を習慣づける。

受講要件 本演習は、国際学部学生必修の専門基礎科目である。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回しっかりと準備をして出席し、クラスでの議論や活動に積極的に参加すること。発表においてはベストを
尽くすこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション：基礎演習の説明、各クラスで自己紹介、各演習の概要説明
第２回 講義の聴き方や生かし方（ノートを取る）
第３回 文献の読み方：入門
第４回 文献の読み方：実践
第５回 文献の読み方：応用
第６回 要約(レジュメ)の作り方
第７回 発表と議論の仕方
第８回 レポートの書き方：入門
第９回 レポートの書き方：実践
第10回 情報収集・資料検索の方法
第11回 発表と討論：入門
第12回 発表と討論：実践
第13回 発表と討論：わかりやすいプレゼンテーションのために
第14回 まとめ
第15回 発展演習のガイダンス
第14回までの講義では以下のような内容を中心に進めるが、担当者により順序や内容が変わることがある。
(1) 講義での問いの発見を共有する
受講した講義のなかで興味深かったものを選び、そのテーマがどのような
知見を伝えるものであったか、どのような問題意識を抱いたかを、各自の講
義ノートをもとに発表するとともに、ディスカッションを行なう。それをつ
うじて、講義での問いの発見を共有するとともに、ノートの取り方の工夫も
交換する。
(2) 自分で選んで読んだ本の面白さを伝える
各自が選んだ本について主題と概要を発表し、ディスカッションを行なう。
その後、レポートにまとめ、レポートの基本的な書き方を身につける。
(3) 課題についての研究成果の発表
担当教員があらかじめ指定した文献を精読した成果を発表したり、共通
テーマについての調査の成果を発表する。その後、討論も踏まえて研究成果をレポートにまとめる。

期末試験実施の有無

評価方法・基準
発表、議論や活動への参加の積極性、レポートなどを各担当教員が総合的に評価する。
原則として出席回数が授業実施回数の３分の２以上なければ、当該授業科目の評価を受けることができませ
ん。

教科書等 担当教員が指定する場合がある。参考書：世界思想社編集部編『大学生学びのハンドブック（四訂版）』世界
思想社、2018年。

担当者プロフィール 各担当者のプロフィールは国際学部のウェブページを参照のこと。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 発展演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部教員

履修時期 前期

履修対象 国際学部2年生

講義形態

概要
各担当教員が指定した文献を、その論理を読み解くかたちで深く読み、各演習で扱う箇所の議論を自分の言
葉で言い換えて報告する。その箇所に関する各自の読解について、演習の場で意見交換を行なう。これらを
踏まえて、講読文献の主題と概要、さらにはその主張や問題提起を論評するレポートをまとめる。

科目の到達目標 文献を細かく、かつ深く読み、その論理を読み解く。また、各自の読解を文章にまとめ、あらゆる研究の基礎
としてのクリティカル・リーディング（批評的読解）の能力を磨く。

受講要件 本演習は、国際学部学生必修の専門基礎科目である。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回しっかりと準備をして出席し、クラスでの議論や活動に積極的に参加すること。発表においてはベストを
尽くすこと。

講義内容

1．文献の論理を読み解く
担当教員の指定した、論理性と深みのある内容を持った文献を講読しながら、著者の問題設定、方法論、主
張や問題提起を読み解いていく。著者の言説を自分の言葉で言い換えたり、その論理を再構成したりするか
たちで、内容を報告し、各自の読解について意見交換する。

2．何を読み取ったかを論理的に伝える
各自の読解を要約や書評にまとめるとともに、それを発表し、論理的かつ説得的な文章を書く能力にも磨きを
かける。それぞれの文献について、1000文字～2000文字のレポートをまとめることを目標とする。クラスに
よっては、講読文献に関連する文献を各自で選び、あるテーマに関するその内容を、評論や文学を横断して
報告する場が設けられることもある。

詳細は、各演習担当教員の個別シラバスを参照のこと。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 出席、発表、議論や活動への参加の積極性、レポートなどを各担当教員が総合的に評価する。

教科書等 各担当教員が講読文献を指定するので、初回の演習までに用意しておくこと。参考書：佐藤望他編著『アカデ
ミック・スキルズ──大学生のための知的技法入門（第二版）』慶應義塾大学出版会、2012年。

担当者プロフィール 各担当者のプロフィールは国際学部のウェブページを参照のこと。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 発展演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部教員

履修時期 後期

履修対象 国際学部2年生

講義形態

概要
各自で研究テーマを設定し、その研究を進めるとともに、演習では研究の現時点での成果を、レジュメやスラ
イドを用いて発表する。研究の最終的な成果は、短い論文にまとめる。それによって、自律的に研究を進め、
その成果を論理的かつ説得的に伝えるための基礎的な能力を身につける。

科目の到達目標 調べたことを論理的に伝える：研究とその成果発表の基礎を習得する。

受講要件 本演習は、国際学部学生必修の専門基礎科目である。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回しっかりと準備をして出席し、クラスでの議論や活動に積極的に参加すること。発表においてはベストを
尽くすこと。

講義内容

1．自分の研究テーマを発見し、それに相応しい研究方法を身につける
研究テーマを設定し、そのための調査を、文献調査、データの収集と分析、フィールドワークなどをつうじて進
める。その進捗状況や成果は、定期的に口頭で、レジュメやスライドなどを使うかたちで報告する。演習では
それをめぐるディスカッションも行なう。クラスによっては、担当教員の専門領域における研究方法の基礎が
取り扱われることもある。

2．研究成果を論文にして発表する
研究の成果は最終的に、自己の論理と他者の言説がはっきりと区別され、引用の出典が明示された論文形
式でまとめる。

詳細は、各演習担当教員の個別シラバスを参照のこと。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 出席、発表、議論や活動への参加の積極性、論文などを各担当教員が総合的に評価する。

教科書等 担当教員が教科書を指定することがある。参考書：佐藤望他編著『アカデミック・スキルズ──大学生のため
の知的技法入門（第二版）』慶應義塾大学出版会、2012年。

担当者プロフィール 各担当者のプロフィールは国際学部のウェブページを参照のこと。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 データ分析入門

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態は講義＋演習です。
近年は、教育、ビジネス、貧困の解決、女性の社会進出など、幅広い分野で「エヴィデンスに基づく判断」が
求められるようになってきました。エヴィデンスとは、特定の問題に関する事実や証言、痕跡などのデータ全
般のことを指しますが、この講義では、一個ないし少数のデータム（データの単数形）ではなく、それらを数多
く集めた集合としてのデータの分析に焦点を当てます。データ分析を行う意義は、人の認識・行動や社会現
象に関する「全体的な傾向」を見出し、その知見を人や社会を豊かするために活用することにあります。
皆さんも将来、研究や仕事などでエヴィデンスの提示が求められるかもしれません。そのとき、適切な調査や
分析の方法を知っておけば大きな助けになるでしょう。同時に、他人が行った調査や分析が適切なものかを
見極める力（統計リテラシー）も求められます。これも重要なデータ分析です。こうした求めに皆さんが応えら
れるよう、この講義ではデータ分析の基礎を学んでいきます。

科目の到達目標
・間違ったエヴィデンスに基づく自身の勘違いや情報に惑わされないための統計リテラシーを高める
・有益なエヴィデンスを得るための調査設計の基礎を理解する
・エクセルを用いた基本的なデータ分析の方法を習得する

受講要件

統計学やエクセルの操作方法に関する事前の知識は要りません。
それよりも、人や社会に関する具体的な関心を持っている人ほど学習効果が期待できるので、「国際研究入
門」にはできる限り全コマ出席し、多くを吸収してきてください。
統計学を学びたい人は、別途「基本統計学I」や「基本統計学II」を受講してください。
演習で使う語学センターLL講義室403Bの席数は67席です。履修登録期間終了時に履修者数がこの席数を
超える場合、登録者を対象に抽選により履修者を決定します。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 グループワークによる中間・最終課題の発表に向け、授業内外でメンバーとのミーティングや資料作成を（必
要なら調査も）進めてもらいます。

講義内容

１．社会科学におけるデータ分析の意義
２．人文学で行われているデータ分析
３．統計リテラシー：偶然を「運命」と錯覚してしまう人間の性（さが）
４．統計リテラシー：世の中に出回る怪しい統計
５．アンケート調査の設計
６．既存の調査やデータベースを批評しよう
７．【中間課題】調査設計の発表（グループワーク）
８．データム分析とデータ分析の違いと相互補完関係
９．誰でも利用できるデータ：市町村、国、世界の公式統計
１０．資格やお金があれば利用できるデータ：家計や企業に関するマイクロデータ
１１．エクセルによるデータ分析：データの整理、平均や分散などの計算
１２．エクセルによるデータ分析：
棒・円グラフ、散布図、ヒストグラム、箱ひげ図の作成と解釈
１３．エクセルによるデータ分析：数値ではないデータの加工・分析
１４．エクセルによるデータ分析：相関分析や回帰分析の手順と解釈
１５．【最終課題】データ分析の発表（グループワーク）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 中間課題30点、最終課題30点、受講態度（積極性や欠席回数など）40点

教科書等
教科書：なし
参考書：ジョエル・ベスト『統計はこうしてウソをつく』、2002年、白揚社
『yesを引き出す！実践エクセル書類術』、2015年、宝島社

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際研究特講Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部担当全教員

履修時期 テーマによる

履修対象 テーマにより1年次生〜4年次生

講義形態

概要

・他大学等の科目を履修し単位を修得したとき(単位互換は除く)、他大学で取得した科目を「国際研究特講
Ⅰ・Ⅱ」として認定します。他大学で修得した単位を本学部での卒業単位として認定する方法は、国際研究特
講Ⅰ・Ⅱをあてるだけではなく、「本学の読み替え科目」として、または「他大学で単位を取得した科目」として
認定するなどの方法があります。どの方法で認定するのが好ましいかは、一人ひとりの単位取得状況によっ
て異なります。詳しくは教務グループにて確認して下さい。
・さらに、本科目は、新しい課題に取り組む授業を即時・随時に開講するなど、カリキュラムに柔軟性を持たせ
るためにも開設されています。その場合の授業内容(担当者・時間数・日時等)は決まり次第、臨時掲示によっ
てお知らせします。

科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際研究特講Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部担当全教員

履修時期 テーマによる

履修対象 テーマにより1年次生〜4年次生

講義形態

概要

・他大学等の科目を履修し単位を修得したとき(単位互換は除く)、他大学で取得した科目を「国際研究特講
Ⅰ・Ⅱ」として認定します。他大学で修得した単位を本学部での卒業単位として認定する方法は、国際研究特
講Ⅰ・Ⅱをあてるだけではなく、「本学の読み替え科目」として、または「他大学で単位を取得した科目」として
認定するなどの方法があります。どの方法で認定するのが好ましいかは、一人ひとりの単位取得状況によっ
て異なります。詳しくは教務グループにて確認して下さい。
・さらに、本科目は、新しい課題に取り組む授業を即時・随時に開講するなど、カリキュラムに柔軟性を持たせ
るためにも開設されています。その場合の授業内容(担当者・時間数・日時等)は決まり次第、臨時掲示によっ
てお知らせします。

科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 企業インターンシップ

単位数 2.0

担当者 科目コーディネーター 准教授 城多 努

履修時期 通期

履修対象 ２・３・４年

講義形態 講義

概要 企業において実習、研修（約５日～１週間の間）を行うことにより、実社会において求められるスキルやコミュ
ニケーション能力、社会人としての資質を培ってゆく。

科目の到達目標
企業における一般業務を、現場で体験することにより卒業後の社会進出のについての明確なビジョンを描くこ
とができるようにする。また地域におけるこれら組織の役割を実体験を以て認識することで，今後の地域貢献
や社会貢献に対する問題意識を養うことにつなげる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 この科目は事前の履修登録を必要としない。

事前・事後学修

キャリアセンターを通じて災害傷害保険、賠償責任保険に加入すること。
受け入れ先企業などへの所定の誓約書を学部事務室に提出すること。
インターンシップに参加する前の事前・事後の研修と報告会への参加とプレゼンテーションが義務付けられ
る。

講義内容

１．事前研修
学内で「社会人マナー研修」を受講する。
インターンシップの受け入れ企業が属する業界や企業に関する事前調査を行う。

２．実施
大学において習得した多用な知識を社会において応用・実践することによって，理論と実践の融
合を目指すとともに，学習意欲を向上させることを目標とする。

３．事後研修
キャリアセンターが運営する就職筆記試験対策セミナーや模擬面接等を受講する。
附属図書館による「業界・企業研究の文献/DB 活用方法」を受講する。

４．事後報告会
インターンシップの終了後，学生は速やかにインターンシップ報告書をキャリアセンター担当者に
提出する。また「企業インターンシップ」で単位取得を希望する学生は，必ず報告会においてプレゼ
ンテーションを行わなければならない。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

単位の認定は、事前・事後研修の参加状況、受け入れ先の実施計画書、受け入れ先による学生の評価、学
生のインターンシップ報告書、最終報告会での発表をもとにおこなう。参加者全員に報告書・活動記録簿の提
出が義務づけられる。なお４年生になって内定会社で研修やアルバイトをするケースはインターンシップ単位
として認めない。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 国際学部Webページを参照のこと

授業に関連する実務経
験

備考 ４月に行われる科目ガイダンスに必ず出席すること。



科目名 学校インターンシップ

単位数 2.0

担当者 教授 卜部 匡司、非常勤講師 赤星晋作

履修時期 通年

履修対象 ２年

講義形態 実習

概要

実社会において求められるコミュニケーション能力や社会人としての資質を体得する機会を提供する。特に
「学校」という場は、同僚との間だけでなく、児童・生徒との関係の中でこうした能力を身につけることが求めら
れる。これまで受け手であった「学校・教育」を、授け手として見直す経験は、学生の意欲、知識、人格の成長
を促すものとなる。本科目は、実習科目である。

科目の到達目標

①望ましい社会、望ましい環境、そして望ましい学校。次世代にどのような社会を残してあげることができるの
か。そうした関心をもつ学生に、公共政策と地域づくりのあり方について、自分の目で確かめ協力して活動す
る。
②児童・生徒および学校の教職員との関係構築の中で、人間的成長や社会意識の向上を目指す。
③学校の日常的な業務、教育補助、課外活動などを直接体験することを通して、自己の適性を把握し将来の
職業生活へ思いを致すきっかけとする。

受講要件 「教師論」を履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 大学事務局、担当教員、学校現場からの実施要領や諸注意の説明を受け、打ち合わせ等を着実に行うこと。

講義内容

１．オリエンテーションと事前指導
・活動計画書作成
・学校インターンシップの目的、概要、手続き
・守秘義務、学校に入るときの注意事項
・学校の意義、現在の子どもをとりまく環境、大学と学校の連携による地域づくり
２．トータル60時間以上の活動時間（事前・事後指導、授業準備などの諸活動を含む）
＊年度をまたぐ活動は合算しない。（４月～2月の活動をカウント。）
＊複数校でインターンシップを行った場合は合算する。
＊活動は原則として広島市の小、中、高とする。（それ以外のケースが出た場合は別途検討する。）
活動内容：学校業務全般にわたる学校支援活動
「総合的学習における国際理解教育、英語教育」
「授業補助、教材作成、TA」 
「行事補助」「部活」「放課後学習」「生徒相談・進路相談等」
３．活動報告会と事後指導
・活動報告のプレゼンテーション（学校インターンシップに関心のある学生に公開する）
・反省点と意見交換
・アンケート調査
・教員による講評

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 活動日誌、学生の活動報告、学校からの活動報告。
評価基準は、本科目の到達目標を基準にする。

教科書等 資料配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】国際学部・芸術学部



科目名 特別演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 4年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」については、当該担当者が事前に示す演習概要を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）がとくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する演習担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する演習担当者が個別に事前に示す。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する演習担当者が示す評価方法・基準による。

教科書等 履修する演習担当者が必要に応じて事前に示す。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 特別演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 ４年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」については、当該担当者が事前に示す演習概要を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）がとくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する演習担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する演習担当者が個別に事前に示す。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する演習担当者が示す評価方法・基準による。

教科書等 履修する演習担当者が必要に応じて事前に示す。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 特別演習Ⅲ

単位数 1.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 ４年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」については、当該担当者が事前に示す演習概要を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）がとくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する演習担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する演習担当者が個別に事前に示す。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する演習担当者が示す評価方法・基準による。

教科書等 履修する演習担当者が必要に応じて事前に示す。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 特別演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 ４年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」については、当該担当者が事前に示す演習概要を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）がとくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する演習担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する演習担当者が個別に事前に示す。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する演習担当者が示す評価方法・基準による。

教科書等 履修する演習担当者が必要に応じて事前に示す。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 特別講義Ⅰ

単位数 2.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期 ・後期

履修対象 ４年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」は、当該科目を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）が指定した科目の履修が、とくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する科目の担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する科目の講義内容に準じて行なわれる。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する科目の評価方法・基準に準ずる。

教科書等 履修する科目に準じる。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 特別講義Ⅱ

単位数 2.0

担当者 担当全教員

履修時期 前期 ・後期

履修対象 ４年次生

講義形態

概要
本科目は、３年次を経た４年次生以上を対象とする。卒業論文等を作成するに当たって、指導教員（予定を含
む）が特に有益であると認め指定する科目である。 
「概要」は、当該科目を参考にしてください。

科目の到達目標 卒業論文等執筆につながる基礎的理解を確実なものとし、応用的発展に資するものとする。

受講要件 指導教員（予定を含む）が指定した科目の履修が、とくに有益であると認めた者。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 履修する科目の担当者の指示に従ってください。

講義内容 履修する科目の講義内容に準じて行なわれる。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 履修する科目の評価方法・基準に準ずる。

教科書等 履修する科目に準じる。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語読解法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 横山 知幸

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
英文を「精読」する。教材化されていない、つまり、それなりに教養のあるネイティブスピーカー向けの手加減
のない英文を、文法的にきちんと解析し、背景知識を活用して文脈をはっきり特定し、可能な限り正確に意味
を理解する。受講生が予習してきた内容は、訳文として授業の最初に授業用サイトにアップロードし、教師は
その訳文で理解を確認しながら説明を行う。前期のIの授業では、ファンタジー／SFやミステリーなどを中心と
した物語的な文章から、三つ程度の作品の抜粋を読むことになる。授業形態は、「講義」を中心とするが、「演
習」的な作業も加える。

科目の到達目標 教材化されておらず手加減のない英文を対象とし、「意味内容を正確に理解する」ことがある程度出来るよう
になることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 当然だが、予習をしっかり行い、英文の内容を出来るだけ正確に理解しておくこと。また、予習で理解が不十
分だった部分は、しっかり復習しておくこと。

講義内容

授業計画
第１回：横山の授業用コミュニティサイト（学内限定）の使用方法
第２回：電子辞書と各種インターネットソースの利用方法、インターネット自体を表現の巨大データ
ベースとして利用する方法
第３回：英文の読解と解説 １（ファンタジー１ 導入）
第４回：英文の読解と解説 ２（ファンタジー２ 文法的理解）
第５回：英文の読解と解説 ３（ファンタジー３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第６回：英文の読解と解説 ４（ファンタジー４ 総合解説）
第７回：英文の読解と解説 ５（ＳＦ１ 導入）
第８回：英文の読解と解説 ６（ＳＦ２ 文法的理解）
第９回：英文の読解と解説 ７（ＳＦ３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第10回：英文の読解と解説 ８（ＳＦ４ 総合解説）
第11回：英文の読解と解説 ９（ミステリー１ 導入）
第12回：英文の読解と解説 10（ミステリー２ 文法的理解）
第13回：英文の読解と解説 11（ミステリー３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第14回：英文の読解と解説 12（ミステリー４ 総合解説）
第15回：全体のまとめ、授業アンケート、レポートの書き方

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートによって評価する。レポートに授業で扱った内容がどれほど反映されているかによって評価が決定さ
れる。

評価基準の概要
可:規定の書式・分量・内容のレポートを提出した場合。
良:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がある程度反映されている場
合。
優:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がかなり反映されている場合。
秀:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容が十分に反映されている場
合。

教科書等 必要な英文・資料などは、授業開始時点で利用可能な物の中から適切と判断される物を適宜配布する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語読解法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 横山 知幸

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
英文を「精読」する。教材化されていない、つまり、それなりに教養のあるネイティブスピーカー向けの手加減
のない英文を、文法的にきちんと解析し、背景知識を活用して文脈をはっきり特定し、可能な限り正確に意味
を理解する。受講生が予習してきた内容は、訳文として授業の最初に授業用サイトにアップロードし、教師は
その訳文で理解を確認しながら説明を行う。後期のIIの授業では、エッセイ、歴史・文化概説、一般向け科学
解説などを中心とした説明的な文章から、三つの作品の抜粋を読むことになる。授業形態は、「講義」を中心
とするが、「演習」的な作業も加える。

科目の到達目標 教材化されておらず手加減のない英文を対象とし、「意味内容を正確に理解する」ことがある程度出来るよう
になることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 当然だが、予習をしっかり行い、英文の内容を出来るだけ正確に理解しておくこと。また、予習で理解が不十
分だった部分は、しっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回：横山の授業用コミュニティサイト（学内限定）の使用方法
第２回：電子辞書と各種インターネットソースの利用方法、インターネット自体を表現の巨大データ
ベースとして利用する方法
第３回：英文の読解と解説 １（エッセイ１ 導入）
第４回：英文の読解と解説 ２（エッセイ２ 文法的理解）
第５回：英文の読解と解説 ３（エッセイ３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第６回：英文の読解と解説 ４（エッセイ４ 総合解説）
第７回：英文の読解と解説 ５（歴史・文化概説１ 導入）
第８回：英文の読解と解説 ６（歴史・文化概説２ 文法的理解）
第９回：英文の読解と解説 ７（歴史・文化概説３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第10回：英文の読解と解説 ８（歴史・文化概説４ 総合解説）
第11回：英文の読解と解説 ９（一般向け科学解説１ 導入）
第12回：英文の読解と解説 10（一般向け科学解説２ 文法的理解）
第13回：英文の読解と解説 11（一般向け科学解説３ 背景知識の活用、文脈の特定）
第14回：英文の読解と解説 12（一般向け科学解説４ 総合解説）
第15回：全体のまとめ、授業アンケート、レポートの書き方

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートによって評価する。レポートに授業で扱った内容がどれほど反映されているかによって評価が決定さ
れる。

評価基準の概要
可:規定の書式・分量・内容のレポートを提出した場合。
良:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がある程度反映されている場
合。
優:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がかなり反映されている場合。
秀:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容が十分に反映されている場
合。

教科書等 必要な英文・資料などは、授業開始時点で利用可能な物の中から適切と判断される物を適宜配布する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語討論技法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 カーソン，ルーク

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態

概要
In this course, students will develop their English speaking. It will focus on developing persuasive speaking
and discussion skills, and critical thinking ability. Classes will not be lectures, but will be very
communicative, and will mainly involve pair and group activities and discussions.

科目の到達目標 To learn to think critically, present ideas clearly and convincingly, organize ideas logically, and develop
arguments persuasively in English. This semester will focus on discussions and speeches.

受講要件 This class will be taught in English. Students must actively participate in English during the class, and
prepare for classes. Full attendance (attending all classes) is required.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Students must have a dictionary (smartphone dictionary is ok) and a USB.

講義内容

1. Practice Discussions
2. Thinking Deeply
3. What is Critical Thinking?
4. What makes a strong argument - opinions and supporting reasons
5. Using information
6. Individual Speeches - giving your opinion
7. Evaluating Speaking 
8. Fluency in speaking
9. Tools for natural conversation
10. Logic and Emotion in good speeches 
11. Non-verbal communication
12. Speech Preparation
13. Student topics
14. Natural conversation task preparation
15. Natural conversation tasks

期末試験実施の有無

評価方法・基準

 Participation (40%)
 Vocabulary / phrase building project (20%)
 Mid-term speech report (20%)
 Natural conversation task (20%)

教科書等 No textbook. Students may be required to print materials provided online by the teacher.

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 This class will be limited to the first 40 students who register.



科目名 英語討論技法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 カーソン，ルーク

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態

概要
In this course, students will develop their English persuasive speaking and debate skills, and their critical
thinking ability. Classes will be very communicative, and will mainly involve pair and group activities and
discussion. This semester will focus on debating.

科目の到達目標 To learn to think critically, present ideas clearly and convincingly, organize ideas logically, and develop
arguments persuasively in English.

受講要件

This class will be taught in English. This is not a lecture style class - students must actively participate in
English during the class, and prepare for classes. Full attendance (attending all classes) is required.
Students must take English Discussion Debate I before taking this class (exceptions to this may be possible
for students with advanced levels of English- please discuss this with the teacher in advance).

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Students must have a dictionary (smartphone dictionary is ok) and a USB

講義内容

1. Debate Structure and Language
2. Cross Examination and Rebuttal
3. Evidence and Counterargument
4. Allocation of practice debate teams
Discussion (mid-term exam preparation)
5. Preparation for first practice debate
6. Preparation for first practice debate
7. First debate
8. First debate review
9. Allocation of final debate teams
Mid-term exam discussion
10. Mid-term exam: Write a resolution speech
11. Final Debate preparation: claims 
12. Final Debate preparation: evidence
13. Final Debate preparation: rebuttal
14. Debates
15. Debates

期末試験実施の有無

評価方法・基準

 Participation (40%)
 Homework/Prepared for class (10%)
 Mid-term written test (20%)
 Final Debate performance (30%)

教科書等 No textbook. Students may be required to print materials provided online by the teacher.

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 This class will be limited to the first 40 students who register.



科目名 英文作法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

This course is designed to help students become more fluent as writers and critical thinkers and to
familiarize students with academic writing such as introducing and citing sources. Over the course of the
year, students will learn and practice a variety of pre-writing, writing, and revising techniques while working
on various academic writing projects.

科目の到達目標 To gain a better understanding of writing and critical thinking in English as well as to practice researching
and using outside sources in academic essays.

受講要件

*Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class. 
*This class is designed as a full-year course, so students who take the first semester are expected to take
the second semester.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 There will be a significant amount of writing homework for most classes. Assignments must be submitted at
the beginning of class on the day they are due.

講義内容

1. Orientation – Syllabus & expectations
2. Formatting assignments
3. From sentence to paragraph
4. Identifying topics (topic sentences)
5. Developing paragraphs (brainstorming)
6. Word maps & concluding sentences (brainstorming)
7. Freewriting & peer editing
8. Citing opinions & examples
9. Cause & effect; sentence coordination
10. Logic & ordering
11. Ordering narrative
12. Using double lists (brainstorming); making comparisons
13. Using pair interviews (brainstorming); beginning paragraphs with questions
14. Transitions; writing about the future 
15. Wrap up; portfolio due

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance & participation (20%), assignments and writing projects (60%), final writing portfolio (20%).

教科書等

*Instructor will provide handouts for most classes. 
*For students who want to purchase a textbook for additional study, I recommend Zemach, Dorothy E., and
Chris Valvona. Writing Research Papers: From Essay to Research Paper. Macmillan, 2011. ISBN-13:
9780230421943. This book is NOT required for the class.

担当者プロフィール Mike Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

*Recommended TOEIC score: 550.
*This class is designed as a full-year course, so students who take the first semester are expected to take
the second semester, too. 
*Lessons will be taught entirely in English, and students are expected to use English actively in class. 
*Class size is limited to 25 students. 
*The course schedule is subject to change.



科目名 英文作法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

This course is designed to help students become more fluent as writers and critical thinkers and to
familiarize them with the process and requirements of academic writing. In this semester, students who
have successfully completed the first semester will use what they learned to complete various writing and
research assignments.

科目の到達目標 To gain a better understanding of writing and critical thinking in English as well as to practice researching
and using outside sources in academic essays.

受講要件

*Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class. 
*Students who do not take the first semester are not allowed to take the second semester without the
teacher's permission.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 There will be writing homework for most classes. Assignments must be submitted at the beginning of class
on the day they are due.

講義内容

1.Orientation – syllabus & expectations
2.The writing process
3.Gathering & narrowing ideas 
4.Paragraphs & topic sentences
5.Developing paragraphs
6.Descriptive & process paragraphs
7.Opinion paragraphs
8.Comparison/contrast paragraphs
9.Problem/solution paragraphs
10.Essay Structure
11.Outlines & argument boxes
12.Introductions & conclusions
13.Unity & coherence; presentations
14.Writing essay exams: presentations
15.Wrap up; presentations; portfolio due

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance & participation (20%), weekly assignments, writing projects, and presentations (60%), final writing
portfolio (20%).

教科書等

*Instructor will provide handouts for most classes. 
*For students who want to purchase a textbook for additional study, I recommend Zemach, Dorothy E., and
Chris Valvona. Writing Research Papers: From Essay to Research Paper. Macmillan, 2011. ISBN-13:
9780230421943. This book is NOT required for the class.

担当者プロフィール Mike Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

*Students who do not take the first semester are not allowed to take the second semester without the
teacher's permission. 
*Minimum recommended TOEIC score: 550. 
*Lessons will be taught entirely in English, and students are required to use English actively in class. 
*Class size is limited to 25 students. 
*The course schedule is subject to change.



科目名 学部派遣海外インターンシップ

単位数 2.0

担当者 金栄鎬（科目コーディネーター）ほか

履修時期 通年

履修対象 2年次以上

講義形態 実習

概要
海外において、企業やNPOなどで、実習と研修（数週間～数か月）を行うことにより、実社会において求めら
れるスキルや外国語を用いたコミュニケーション能力、社会人としての資質を培う。
それぞれのプログラムの詳細については、募集要項に記載。

科目の到達目標
海外において、企業やNPOなどにおける一般業務を、現場で体験することにより、国際学部における学修や
卒業後のキャリアについての明確なビジョンを描くとともに、とくに外国語を用いたコミュニケーション能力を向
上させる。

受講要件 ① 海外派遣時において20歳以上であること。
② 各学年の目安となる単位数を履修済であること（詳細は募集要項に記載）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

① キャリアセンターを通じて災害傷害保険、賠償責任保険に加入すること。
② 派遣前に、受け入れ先と大学宛てに、所定の誓約書や保護者の同意書を提出すること。
③ インターンシップに参加する前の事前研修・学習、帰国後の事後報告会（プレゼンテーション）に参加する
こと。

講義内容

１．事前研修・学習
・社会人としてのマナーを習得する。
・それぞれの派遣企業やNPOに関する事前研修のほか、派遣先の情勢について事前学習を行う。

２．実施
・大学において習得した外国語能力と、国際学部専門科目を通じて修得した多様な専門知識を、海外の現場
において応用・実践する（数週間～数か月）。
・海外での活動内容について、「海外インターンシップ報告書」として、学部派遣海外インターンシップの各プ
ログラム取り纏め教員に、定期的に送付する。

３．事後報告会
・インターンシップの終了後、インターンシップ報告書を、キャリアセンター担当者に提出する。
・事後報告会において、プレゼンテーションを行う。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 単位の認定は、①事前研修の状況、②研修中に提出する「インターンシップ報告書」、③受け入れ先による評
価、④事後報告会での発表、などを総合的に評価する。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 公的機関インターンシップ

単位数 2.0

担当者 科目コーディネーター：准教授 高久賢也

履修時期 通期

履修対象 ２・３・４年

講義形態 実習

概要 公的機関において実習，研修（１週間程度）を行うことにより，実社会において求められるスキルやコミュニ
ケーション能力，社会人としての資質を培ってゆく。

科目の到達目標
公的機関における一般業務を，現場で体験することにより卒業後の社会進出についての明確なビジョンを描
くことができるようにする。また，地域におけるこれら組織の役割を実体験により認識することで，今後の地域
貢献や社会貢献に対する問題意識を養うことにつなげる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

大学のキャリアセンターを通じて災害傷害保険，賠償責任保険に加入すること。
受け入れ公的機関への所定の誓約書を学部事務室に提出すること。
インターンシップに参加する前の事前・事後の研修，事後報告会への参加，および，公的機関の研修内容に
関するプレゼンテーションが義務付けられる。

講義内容

１．事前研修
学内で「社会人マナー研修」を受講する。
インターンシップの受け入れ公的機関に関する事前調査を行う。

２．実施
大学において習得した多用な知識を社会において応用・実践することによって，理論と実践の融合を目指す
とともに，学習意欲を向上させることを目標とする。

３．事後研修
キャリアセンターが運営する公務員試験の夏季対策コースや模擬面接等を受講する。
附属図書館による「DB活用方法」を受講する。

４．事後報告会
インターンシップの終了後，学生は速やかにインターンシップ報告書をキャリアセンター担当者に提出する。
また「公的機関インターンシップ」で単位取得を希望する学生は，必ず報告会においてプレゼンテーションを
行わなければならない。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

単位の認定は，事前・事後研修の参加状況，受け入れ先の実施計画書，受け入れ先による学生の評価，学
生のインターンシップ報告書，事後報告会での発表をもとにおこなう。参加者全員に報告書・活動記録簿の提
出が義務づけられる。なお，４年生が内定した公的機関で研修やアルバイトをするケースはインターンシップ
単位として認めない。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 国際学部Webページを参照のこと

授業に関連する実務経
験

備考 ４月に行われる科目ガイダンスに出席すること。



科目名 海外短期語学留学（ハワイ）

単位数 2.0

担当者 国際学部教授 井上泰浩

履修時期 9月6日から19日（前期に勉強会やオリエンテーションを別途実施）

履修対象 全学年

講義形態 演習

概要

広島市立大学の姉妹大学であるハワイ大学マノア校（The University of Hawai‘i, Manoa）にて、実践的な英
語の運用能力の集中講義（国際学部の学生向けの特別編成プログラム）を受ける。教室内の講義だけでは
なく、ハワイ大学の学生との話し合い、ヴォランティア活動を通して街に出て英語を使う機会も含まれている。
午後は歴史文化に焦点を当て、フィールドスタディーで博物館や真珠湾攻撃の地で研修を行う。その他、ハ
ワイ大学の実際の授業に参加し、また積極的に街に出ることで文化と実践的な英語にふれる。

科目の到達目標
多民族が暮らすハワイで多様な異文化に触れながら、英語集中授業によって実践的な英語を学ぶとともに、
ハワイの歴史、文化を事前に調査したうえで実際に体験する。観光では決して得ることのできない、より深い
文化と歴史、現地の人々の考え方や生活習慣を体得する。

受講要件 ハワイの文化と歴史に興味があり、積極的に活動を計画実施し、実践的な英語力を高めようという意欲のあ
る学生。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 渡航の準備から方法についてのオリエンテーション、また、ハワイの歴史と文化を事前に学習する勉強会を
実施する。また、ハワイでのフィールドスタディーなどの移動についても事前に講習を行う。

講義内容

＊ 英語集中（午前中10日間30時間）
ハワイ大学マノア校Outreach Collegeによる国際学部向けの2週間（計10日30時間）集中英語プログラム
（Special English Program）を受講する。実践的な英語のオーラル運用に特化した授業である。教室内の授業
だけではなく、（1）ハワイ大学学生が会話の練習相手をするインターチェンジ、（2）文化研修としてハワイア
ン・フラのワークショップ、（3）インストラクターとホノルル市内に行き施設見学もしくはヴォランティア活動をす
ることで実生活に触れるエデュケーショナル・アクティビティに参加する。

＊ ハワイ･フィールドスタディー（午後10日間32時間。随行教員による文化歴史フィールドスタディー。日程に
ついては、研修先との調整によって決定する）

A ハワイ大学授業聴講。第1週並びに第2週に2回実施予定。アメリカの大学の現実の授業を聴講することに
よって、そこで使われる本物の英語に触れる。授業によっては、受講学生とのディスカッションに参加する。

B ハワイの文化歴史フィールドスタディー（以下、研修先）
1. Bishop Museum（ハワイを代表する博物館で、ハワイ先住民だけではなく日系移民の歴史や文化も展示さ
れ、教育プログラムもある。ハワイの歴史、特に王朝の盛衰とアメリカによる占領による変化、そしてさまざま
な民族と人種が暮らす多様なハワイの文化について学ぶ）。
2. Pearl Harbor Arizona Memorial（第二次世界大戦の発端の地を訪れ、資料館で戦争に至る経過を日米二
国の視点から振り返りながら、日米関係の推移、真珠湾攻撃、戦争中の市民生活について学ぶ。また広島で
被爆して亡くなった佐々木禎子さんの折り鶴が展示されており、真珠湾と広島のつながりを考える）。
3. Japan Cultural Center of Hawai‘i （日系移民の歴史を学ぶ。広島からのハワイ移民が多いことから、ハワ
イと広島の歴史的な関係について学ぶ）
4. この他、ホノルル市内のフィールドトリップ（Diamond Headハイキングなど）や観光を実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
ハワイ大学英語集中プログラムは9割以上の出席と授業への積極的参加によって修了証が授与される。英
語プログラムを修了することと（60%）、事前勉強会、歴史文化フィールドスタディーの積極的参加ならびにエッ
セー（40%）によって評価をする。

教科書等 ハワイについての参考･課題図書はオリエンテーションで指示をする。また、ハワイ大学の英語講座について
は、授業初日に教材を配布。

担当者プロフィール

全国紙記者を経てミシガン州立大学でマスメディア学の博士号を取得。2013-2014年、ハワイ大学マノア校平
和研究所研究員。居住だけではなく、共同研究などでハワイ訪問は数十回。
専門は、メディアの影響・心理学（テレビや広告などのメディア・コンテントが人間のイメージ形成や行動にど
のような影響を与えるかなど）、国際コミュニケーション（メディアによる情報の世界流通が政治や文化にどの
ような影響を及ぼすか）、政治コミュニケーション（キャンペーンや情報操作による政治や外交の問題など）、
ジャーナリズムなど、幅広く取り組んでいます。現在の研究テーマは、原爆投下の国際報道比較、ソーシャル
メディアと社会変化など。

授業に関連する実務経
験

備考 前期に取得できる単位数とは無関係に履修が可能。



科目名 海外短期語学留学（オルレアン）

単位数 4.0

担当者 准教授 大場 静枝他

履修時期 通年

履修対象 ２年次以上

講義形態 演習

概要
本科目は、フランス・オルレアン大学の付属語学学校であるフランス語学院（以下、IDF）において、フランス
語・フランス文化に関する集中講義を4週間にわたって受講する短期のフランス語・フランス文化研修プログラ
ムです。

科目の到達目標

本科目は、主として以下の3点を目標としています。
・フランス語の語学力・コミュニケーション能力を向上させる。
・フランス文化に対する理解を深める。
・海外生活を体験することで、主体性や積極性、チャレンジ精神、協調性、責任感を培う。

受講要件 学部・学年は問いませんが、フランス語学習歴が1年以上あること。
（学習歴半年の場合は、応相談）

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 本科目は学生自身で履修登録及び履修取消を行う科目ではないため。

事前・事後学修

事前学修：
・フランス語の会話力を高めるために、補習授業（週1回90分）に参加すること。
・テーマ・スタディのテーマを検討すること。
・フランス人学生との交流会のためのプレゼンテーション資料を用意すること。
事後学修： 
・フランス語力を維持するために、ランゲージチューター制度等を活用し、フランス語学習を継続すること。

講義内容

本科目は、①事前の説明会・勉強会、②IDFにおけるフランス語集中講義とスタディ・トリップ、③各自で行う
テーマ・スタディ、④フランス人学生との交流会から成っています。
①事前の説明会・勉強会
・参加者を対象に説明会やフランスの歴史・文化に関する勉強会を行い、事前準備をしっかりした上でフラン
スに出発します。
・説明会及び勉強会は、5日で合計8時間を予定しています。
② IDFにおけるフランス語集中講義とスタディ・トリップ
・語学研修：フランス語集中講義（15日間60時間）
IDFによる広島市立大学向けの4週間（フランス語集中講義・修了テスト15日間、計60時間）の集中フランス
語・フランス文化研修を受講します。文法、発音、会話、作文など、総合的なフランス語を教室内で学習しま
す。本集中講義により、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4つの運用能力をバランスよく伸ばしていきます。
・文化研修：スタディ・トリップ（4日間30時間）
オルレアン旧市街見学（半日：ジャンヌ･ダルク像、グロロ邸、サント＝クロワ大聖堂等）、モンサンミッシェルと
サンマロへのフィールドスタディ・トリップ（1泊2日：モンサンミッシェルの教会と参道、サンマロの城壁、サン＝
ヴァンサン大聖堂等）、ロワール川流域の古城めぐり（シュノンソー城、アンボワーズ市街、クロ・リュッセ城、
ワインカーヴ）を予定しています。研修先では、担当教員が引率し、必要に応じて通訳、説明を行います。
③各自で行うテーマ・スタディ
・各自テーマを決めて、そのテーマに関する聞き取り調査、文献収集、体験などを行い、レポートを作成しま
す。レポートは帰国後に提出します。
④フランス人学生との交流会
・オルレアン大学文学部応用言語学科英語・日本語専攻の学生たちとの交流会があります。そこで、広島市
立大学、広島の観光やグルメ等についてプレゼンテーションを行います。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

本科目は、①IDF発行の成績表（80%）と②レポートの提出（20%）によって総合的に評価します。
①IDF発行の成績表（80%）：9割以上の出席、授業への積極的な参加度、修了試験の結果によって、 IDF から
成績表が発行されます。
②レポートの提出（20%）：各自がテーマ・スタディ（各自出テーマを決めて調査、体験等を行うこと）を行い、そ
れをレポートにまとめる。

教科書等
・説明会や勉強会については、その都度資料を配布します。
・IDFでのフランス語集中講義については、授業初日に教科書を配布します。
・スタディ・トリップに関しては、必要に応じて事前に資料を配布します。

担当者プロフィール

大場静枝
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。語学書：『フランス
語デビュー』『フランス語会話デビュー』『徹底攻略仏検準2級これさえあればすべてわかる！』（いずれも共
著）など。

授業に関連する実務経
験

1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考





科目名 海外短期語学留学（モスクワ）

単位数 2.0

担当者 講師 斎藤祥平

履修時期 通期

履修対象 全学年

講義形態 実習

概要
モスクワ国立大学ロシア語・文化研究所において、ロシア語・ロシア文化に関する集中講義を２週間にわたっ
て受講する。受講者には美術館や博物館の見学や、ロシアの日本企業における課外活動等、文化・社会体
験の場も提供される。

科目の到達目標

本科目は主として以下の三点を目標とする。
・ロシア語の能力を総合的に高めること。
・ロシアの歴史や文化等に対する理解を深めること。
・海外生活を経験することによって、主体性、積極性、協調性を培うこと。

受講要件 ロシア語学習歴が半年未満の場合は、応相談。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 本科目は学生自身が履修登録および履修登録を行うことができないため。

事前・事後学修

事前学修：
事前説明会および研修会に参加し、滞在先の情報を収集し、課外活動におけるテーマを検討するなど留学
への準備を進める。
事後学修：
留学後は、事後レポートを作成し、留学について振り返り、今後の学習に役立てる。ロシア語力を維持するた
めに、ロシア語学習を継続する。

講義内容

1. 事前説明会・研修会
ロシア情勢や研修先の情報を得る。課外活動で訪問を予定している美術館、博物館、企業等について事前
調査を行う。

2. ロシア語集中講義と課外活動の実施
・ 語学研修：ロシア語の集中講義（計48時間）
ロシア語の文法、発音、会話、作文など総合的なロシア語を教室内で学習する。

・課外活動：美術館、博物館、クレムリン等の見学。ロシアの日本企業訪問等（計約12時間）
教室外においてロシア語を活用し、実践的な運用能力を高める。大学の講義等において習得したロシアの歴
史、文化、社会、政治に関する知識を現地で確認し、さらなる考察を行う。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
モスクワ大学ロシア語・文化研究所発行の修了証（80%）：9割以上の出席、授業への積極的な参加度、修了
試験
事後レポート（20%）

教科書等 事前説明会・研修会で紹介します。また、必要に応じて資料を配布します。

担当者プロフィール
モスクワ大学外国語・地域研究学部、マサリク大学（チェコ共和国）歴史学部に留学。日本学術振興会特別研
究員（モスクワ大学哲学部に研究指導委託）および海外特別研究員、ルートヴィヒ・マクシミリアン・ミュンヘン
大学（ドイツ）東欧・南東欧研究所ロシア・アジア研究科客員研究員を経て現職。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 海外短期語学留学（西南）

単位数 2.0

担当者 講師 藤原 優美

履修時期 2020年9月6日〜2020年9月19日（前期にオリエンテーションなどを別途実施）

履修対象 全学年

講義形態 講義

概要 中国語の習得・中国語力の上達と共に、主体性・積極性・協調性などを培い、2週間程度、中国の西南大学で
語学集中講義や歴史･文化研修などを受けます。

科目の到達目標 中国語の習得・中国語力の上達と共に、中国の歴史・文化、日本では気づかない中国の良さを、実際に現地
で体験し、発見すること。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 航空券、助成金などのことがあり、原則的に履修取消が不可となっている。

事前・事後学修 事前オリエンテーションに必ず参加し、帰国後レポートを指定期限内に提出すること。

講義内容

それぞれのレベルにあった国際色豊かなクラスでリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング能力
の向上を目指し、同時に中国の歴史文化の授業も体験します。

現地の留学生、日本語専攻の学生との交流もあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 西南大学が発行される中国語研修修了書と成績証明書、帰国後提出するレポートを総合的に評価します。

教科書等 受講するクラスによって異なります。事前購入は不要です。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 多文化共生入門

単位数 2.0

担当者 ヴェール，ウルリケ、田浪亜央江、柿木伸之（コーディネーター）

履修時期 前期

履修対象 1年次生

講義形態 講義

概要

この講義は、「多文化」の「共生」という理念を支える基本的な考え方について、互いに関連しあう複数の学問
領域を横断しながら、総合的に学ぶことをねらいとします。講義の全体は、「多様な文化との出会いと共生」を
キー・コンセプトとする三部で構成されています。

「今、文化とは何か？ 共生とはどういうことか？」 （柿木）
「多文化共生」とは何でしょうか。この問いを、自分自身の生き方に関わる問いとして引き受け、それに向き合
う足がかりを、ここでは「文化」や「共生」の概念を掘り下げることのうちに求めたいと思います。それをつうじ
て、今日「多文化共生」が直面している問題を見据えつつ、その可能性を考える世界的な視野を開くことがで
きればと考えています。

「共生のための条件を考える」（田浪）
日本の労働力を維持し日本経済を活性化させる処方箋としてだけの「多文化共生」には疑問をもちます。「多
文化共生」が謳われる一方で「ヘイトスピーチ」が目立つようになったのはなぜでしょうか？共生のための条
件として、歴史的な経緯（戦前・戦中の日本の植民地政策）への向き合いについて考えたいと思います。

「文化とジェンダー」（ヴェール）
「ジェンダー」の基本的な概念について学んだ上、ジェンダー規範が「文化」の象徴とされ、「民族」「人種」「階
級」などのカテゴリーとも重なり、異質な他者のイメージとそれに当てはめられる人々の差別と抑圧を生み出
す問題についてみんなで考えていきます。

科目の到達目標 多文化共生プログラムの入門授業です。特定の「学」だけにとらわれることなく、複数の文化の共存や他者と
の共生を考える、しなやかで複眼的な思考を目指す出発点となります。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義の進め方や評価方法についての詳細を初回にお伝えしますので、履修を希望する学生は必ず出席して
ください。講義のなかで紹介される参考図書は、講義内容の理解につながります。

講義内容

以下のような予定で講義を進めますが、一部変更する可能性もあります。
1）イントロダクション（ヴェール、田浪、柿木）5/14
2）「文化」とは何か（柿木）5/21
3）「ディアスポラ」と「クレオール」（柿木）5/28
4）「多文化主義」とその問題（柿木）6/4
5）ポストコロニアルな世界における共生の課題（柿木）6/11
6）現代日本と「多文化共生」 「移民受け入れ」をめぐる議論を切り口に（田浪）6/18
7）植民地主義・脱植民地化と「共生」（田浪）6/25
8）広島・安野での中国人受難と和解の事例について知る（田浪）※ゲスト講師による特別講義を予定7/2
9）歴史問題の和解事例から共生の条件を考える（田浪）7/9
10）文化とジェンダー：基本的な考え方（ヴェール）7/16
11）文化とジェンダー：理解を深める（ヴェール）7/23
12）映画を見る（ヴェール）7/30
13）映画について討論する（ヴェール）8/11
14）課題論文（WebClass）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終回に作成する課題論文の内容にもとづいて評価します（100%）。毎回受講票にひと言コメントを書いて必
ず提出すること。15回中10回以上の出席がなければ成績評価の対象となりません。

教科書等 主にWebClassで配布する資料を用います。映像作品などが資料として用いられることもあります。

担当者プロフィール
ヴェール，ウルリケ：ジェンダー論、日本研究
田浪亜央江：中東地域研究、パレスチナ文化論
柿木伸之：哲学、美学

授業に関連する実務経
験

田浪亜央江：2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金勤務（中東における学術交流事業）

備考



科目名 テキスト分析法

単位数 2.0

担当者 佐藤深雪

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態

概要
テキストの分析のためのいくつかの批評理論をとりあげて解説する。受講生は、ショートプレゼンテーションに
おいて、批評理論を用いて漱石作品または他の作品を解釈を試み、質疑応答にもとづいて、レポートを作成
する。

科目の到達目標 文章を読み、書くという慣れ親しんだ行為について反省的に考察するために、20世紀の批評理論のいくつか
を学び、発表と討論により、理解を深めます。

受講要件 特になし。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

後半は学生のショートプレゼンテーションを予定しています。テーマは、『夢十夜』の中から1作品を選び、批評
理論を用いて分析する。『夢十夜』に限らず、気になっている小説、映画、漫画、アニメなどから一つを取り上
げて、分析して下さい。自分の感性頼りで分析するのではなく、20世紀の批評理論を参考にして、これまでと
は違った視点を持って下さい。

講義内容

１，批評理論入門
２，伝統的批評・ジャンル批評
３，キャラクターと枠物語
４，語りと話法
５，受容理論（読者反応批評）
６，構造主義１
７，構造主義２
８, 脱構築批評
９，精神分析批評
１０，マルクス主義批評
１１，フェミニズム批評
１２，エコ批評とグリーン・スタディーズ
１３，学生プレゼンテーション
１４，学生プレゼンテーション
１５，学生プレゼンテーション

期末試験実施の有無

評価方法・基準 ショートプレゼンテーション・学期末レポート（80%）および平常点（20％）により評価する。

教科書等 参考書 廣野 由美子『批評理論入門―「フランケンシュタイン」解剖講義』 中央公論新社 2005 授業中にプリ
ントを配布する。

担当者プロフィール 江戸時代の文学・思想研究、および夏目漱石研究。人間がさまざまな形式を通して文化に参与する様態につ
いて、おもに物語形式を中心に考察している。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 フィールドワーク論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 新本 万里子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

フィールドワークとは、実際に現場に赴いて人々の話を聞き、現場の人々が経験している世界や社会的な課
題を理解しようとする社会調査の方法である。この科目は、担当者による講義と受講生によるフィールドワー
クから構成される。受講者には、数班に分かれて「町づくり」をテーマとしたフィールドワークを実施してもら
い、報告書を作成してもらう。

科目の到達目標 講義、フィールドワーク、報告書の作成を通して、フィールドワークの基本的な技法と倫理を理解する。

受講要件 講義でフィールドワークの技法を紹介し、受講者には班毎のフィールドワークを実施してもらう。そのため、積
極的な参加が必須条件である。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前・事後学習のためのプリントを配布する。それを読み、知識を自分のものとして定着させてほしい。また、
班毎にフィールドワークを実施し、データの整理を行い、報告書を作成することが課題となる。

講義内容

第1回 イントロダクション―他者の世界を経験する
第２回 祭を支える人々―フィールドワークの事例紹介
第3回 社会を調査する方法
第4回 問いを立てる・フィールドへのアポイント
第5回 プレゼンテーション１（フィールドワークのテーマについて）
第6回 調査倫理
第7回 話を聞く
第８回 ラポールと役割関係
第９回 フィールドノートをつける
第10回 プレゼンテーション２（フィールドワークの進捗状況について）
第11回 フィールドノートを整理する
第12回 問題の焦点化と補足調査
第13回 民族誌を書く
第14回 プレゼンテーション３（フィールドワークの結果について）
第15回 フィールドへのお礼状

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
コメントカードの内容、授業への取り組み：30％
報告書（班毎にフィールドワークを実施し、その結果を報告書として作成してもらいます。その報告書には、班
員各自の分析・感想も入れてもらいます。この報告書が、レポートに相当します）：70％

教科書等
参考書：
佐藤郁也2002『フィールドワークの技法』新曜社
安渓遊地・宮本常一2008『調査されるという迷惑―フィールドに出る前に読んでおく本』みずのわ出版

担当者プロフィール 担当者は、パプアニューギニアの焼畑農耕民を調査しています。講義では、パプアニューギニアと日本で行っ
たフィールドワークを事例として紹介したいと思っています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 比較文化論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 田川 玄

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この授業では、主として文化人類学の立場から「家族・親族」について学習します。「家族・親族」は人類に共
通してみられる関係ですが、その姿は社会によって実に多様です。まさに文化人類学の格好のテーマといえ
ましょう。この授業では、歴史研究や社会学の知見もふまえて、「家族・親族」について理論と事例から、その
捉えにくさを検討していきます。

科目の到達目標 文化人類学的な視点から家族について理解できるようになることを到達目標とします。

受講要件 特にありません。「文化人類学」を受講すると授業内容を理解しやすくなります。また、「比較文化論Ⅱ」も合わ
せて受講するとよいでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業で配布する資料を読んで事後学習としてください。また、授業で紹介する参考書や配布する資料を読む
ことが事前学習となります。

講義内容

主な授業内容は次の通りです（順番と内容を変更する可能性があります）。

１）イントロダクション
２）わたしたちの身の回りで「家族」はどのように表象されているのか。
３）家族についての映像資料の視聴。
４）「核家族」は普遍的か？
５）西欧の近代家族
６）日本における近代家族：明治期から昭和初期
７）日本における近代家族：戦後
８）人類学の家族・親族の理論：機能主義
９）人類学の家族・親族の理論：構造主義
１０）家族・親族の民族誌：エチオピアのボラナ社会
１１）家族・親族の民族誌：その他の民族
１２）新生殖技術 ビデオ上映 インド
１３）新生殖技術 イスラエルなど
１４）国際養子
１５）課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業後のリアクションペーパー：５０％
課題：５０％
詳細は初回の授業でお話しします。

教科書等 参考書：ジンジルト・梅屋潔 編2017年『新版 文化人類学のレッスン フィールドからの出発』学陽書房 （このほ
か、参考になる文献を授業で紹介する。）

担当者プロフィール

南部エチオピアの牧畜民ボラナで20年以上調査しています。この20年でうらぶれた小さな田舎町が行政都市
となり、今や終日電気が通じています。昔はトラックの荷台に乗って移動していましたが、乗り合いバスが走る
ようになりました。そして、女性の首飾りはくすんだ色のアルミから色鮮やかなビーズになりました。少女たち
は町に売りに行くミルクの量を増やして、小金を稼ぐことを覚えました。お金をためて綺麗な服とビーズの装身
具を買います。さて、少女たちはミルクの量はどのように増やしているのでしょうか？

授業に関連する実務経
験

該当しない。

備考



科目名 比較文化論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 田川 玄

履修時期 ２年以上

履修対象 国際学部

講義形態 講義

概要

テレビにアフリカのどこかの村が映し出される。錆びたトタン屋根の一軒の家屋。暗い部屋のなかに顔色の悪
い痩せた若い女性が病気で臥せっている。村人によれば、彼女の病は邪悪な霊が悪さをしているからだとい
う。やがて「伝統的」な治療師が連れてこられ、何やら呪文のようなものを唱え、病人を煙で燻したり何だか分
からない液体を降りかけたりしている。さて、これを見てあなたはどのように思うか。
病気は病院に連れて行かなくてはならない。彼らがこうした「迷信」に頼っているのは、「近代的」な医療や教
育が普及していないためだ。「近代化」されれば、こうした「迷信」から彼らは脱却できるのに。ところが、「伝統
的」な治療師は町に立派なオフィスを構え、携帯電話で病気の相談を受け車を運転して治療に行くと聞けば、
どうでしょう。
そもそも、「近代化」している日本も「御守り」「御祓い」「お参り」「占い」「祟り」「前世」「霊感」「血液型」「スピリ
チュアリティ」という「迷信」に満ちています。熱中するにせよ冷笑するにせよ、信じるにせよ信じないにせよ、
テレビに繰り返し現れるそれらには、人びとをとらえて離さない何かがあるのかもしれません。
この授業では、こうした「宗教」的とされる様々な行為を、人類学的な観点からわたしたちの日常的な思考と実
践のなかで理解していきます。

科目の到達目標

「宗教」的な領域といっても、ここで扱うテーマは仏教やキリスト教などのいわゆる「大宗教」の教義ではありま
せん。むしろ、ヨーロッパはもちろんアジアやアフリカなど遠い土地の日常生活、あるいはわたしたちの日常的
な生活のなかで行われていることです。ただし、この講義ではそうした日常のなかに「宗教」を見出そうという
のではありません。逆に、わたしたちが「宗教」的な領域と考えていることがらを、解きほぐしていくことがこの
講義の目的です。

受講要件 特にありませんが、「文化人類学」や「比較文化論Ⅰ」など関連科目を受講していることが望ましいです。未知
なものへの好奇心と柔軟なものの考え方が求められます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布資料と参考資料をよく読むこと。

講義内容

授業は以下のトピックを予定していますが、受講生の反応をみて内容を変更します。
詳細は授業のはじめに説明します。
１．イントロダクション
２．日本人は「無宗教」か？
３．宗教概念の誕生
４．「未開宗教」の「発見」：アニミズム
５．文化進化論的説明
６．機能主義的説明
７．「野生の思考」：トーテミズム
８．アザンデ人の妖術と託宣
９．不幸を物語ること
１０．日常的な実践
１１．憑依と人格
１２．グローバル化と宗教
１３．映像から学ぶ
１４．質疑応答
１５．まとめ・課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点 30％（リアクションペーパーの内容・授業態度）
期末課題 70％

教科書等

参考書
浜本満・浜本まり子編1994『人類学のコモンセンス』学術図書出版社。
シンジルト・梅屋潔編 201７『新版 文化人類学のレッスン』学陽書房。
石井美保・花渕馨也・吉田匡興編2010『宗教の人類学』春風社。
このほかのものは、授業中に適宜示します。

担当者プロフィール

アフリカのエチオピアに住む牧畜民で調査をしています。調査地の町に地元の人がやっている協同組合のお
店があり、香木や手作りアロエ石鹸を売っています。お店に行くと売り子さんいわく、この石けんをつかうと「お
肌がすべすべになってシミが消える」「アジスアベバの美容室でも置いている」。ここでもそういうセールストー
クを聞くようになりました。せっかくなので？三つほどお土産に買いました。帰国後に使ってみると、あらお肌
が。

授業に関連する実務経
験

該当しない。

備考





科目名 比較民族学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 吉江 貴文

履修時期 前期

履修対象 3年次以上

講義形態 講義

概要

講義テーマ：『文書と人間の歴史』
現代社会に生きるわたしたちは、新聞、雑誌、カレンダーといった印刷物から、IDカード、ディスプレイ、看板類
に至るまで、多様な種類の文書に囲まれた環境のなかで暮らしている。わたしたちにとって、自己の身分証明
を一枚のプラスチック・カードに依存したり、文書使用の基礎となる「読み書き能力」を生きるための必須条件
として身につけることは、ある種、当たり前の状況となっている。しかしながら人類史のレベルでこうした状況
を捉え直すと、情報伝達や思考表現をもっぱら文書という道具に依存する、今のような暮らしが主流となるの
は、せいぜい数百年前に遡る「つい最近」の出来事であるにすぎない。
だとするならば、文書という道具は、具体的に、いつ、どのようにして、わたしたちの暮らしに浸透するように
なっていったのだろうか。また、文書使用の普及によって、わたしたちの考え方や感じ方、あるいは社会の在
り方にはどのような変化が生じた（あるいは生じなかった）といえるのだろうか？ この講義では、文書と人間
の歴史を取り巻く諸問題に焦点を当て、文書管理実践論の視点から考察を進めていく。

科目の到達目標 文書と人間の歴史を取り巻く諸問題を中心に、文書管理実践論の考え方や特徴について基礎的な理解を得
ることを目標とする。

受講要件 識字能力と人間の生存、読書史・書物史、発展途上国と文書メディア､人類進化と道具の関係などの諸テー
マに幅広く関心をもっている学生を対象とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
下の「参考図書欄」に挙げている書籍は、いずれも講義内容についての理解を深める上でとりわけ有益と考
えられるので、学期中に通読することを推奨する。また、セクションごとに講義内容についてのまとめとコメント
を提出してもらう。

講義内容

『人間と文書の歴史』

序論: 文書管理実践論の視点

セクション1: 生存・リテラシー・文書
1-1 現代社会と「読み書き」の位置づけ
1-2 「読み書き」と発展
1-3 紙と生存の関係
1-4 リテラシー・スタディーズと文書管理アプローチ

セクション2: 文書とはどのような道具なのか？
2-1 図・数字・文字の特徴
2-2 図的表現とレイアウト
2-3 ヒトの心と紙の上の世界
2-4 書面の向こう側にあるもの

セクション3: 現代世界と文書
3-1 文書を信頼する社会
3-2 近代化と紙の洪水
3-3 途上国と文書
3-4 産業社会と文書

まとめ：人間と文書の歴史

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

〈成績評価〉
・平常点（セクションごとの課題・小テストなど）60％、期末課題（レポートなど）40％の割合でポイント化し、総
合評価に基づいて成績を算定する。
・単位取得の最低ラインは全体ポイントの60％以上。

教科書等

参考図書
① 中村雄祐 2009 『生きるための読み書き 発展途上国のリテラシー問題』 みすず書房。
② 齋藤晃編 2009 『テクストと人文学 知の土台を解剖する』 人文書院。
③ 吉江貴文編 2019 『近代ヒスパニック世界と文書ネットワーク』 国立民族学博物館。

その他の参考図書については、講義の中で適宜、関連文献リストを配布する。

担当者プロフィール

専門は人類学（ラテンアメリカ地域）、文書研究。
現在の研究テーマ：『近代ヒスパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』



授業に関連する実務経
験

備考



科目名 比較民族学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 吉江 貴文

履修時期 後期

履修対象 3年次以上

講義形態 演習

概要

『文書と人間の歴史：応用編』

・前期科目『比較民族学1』で講義する「文書と人間の歴史」の内容をベースに、特定の時代、特定の地域に
おける事例にもとづいて、文書の役割や特徴についての具体的な考察を行う。

・具体的には、下記に参考図書としてあげている文献資料を取り上げ、受講生による分担発表を行ってもらい
ます。

・この授業は演習形式をとる。

科目の到達目標 ・文書管理実践論の基本的な考え方やアプローチの特徴などについて、具体的な事例研究を交えながら、理
解を深めていく。

受講要件 前期科目｢比較民族学Ⅰ」の講義内容を前提にして授業を進めるので、当該講義をあらかじめ受講している
ことが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各回で扱う資料等を事前に読み込んでレジュメにまとめ､授業での報告・コメントを行う他、学期末に全体の内
容をまとめた小論文を提出する。

講義内容

『文書と人間の歴史：応用編』

・本講義は、下記の「教科書等」欄に挙げた参考図書を中心に、講読演習形式で授業を進める。
・各受講生には、半期のあいだに複数回の発表が回ってくる。発表にあたり、各受講生は担当箇所の資料に
ついての講読、内容のまとめ、および発表資料の準備を行う。各回の授業は、発表内容についてのコメントお
よび質疑応答等を中心に進める。そのため、各受講生は課題資料の講読、コメントの準備等の予習を十分に
行って授業に臨むことが必要となる。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

〈成績評価〉
・平常点（発表、コメント、議論への参加など）60％、期末課題（レポートなど）40％の割合でポイント化し、総合
評価に基づいて成績を算定する。
・単位取得の最低ラインは全体ポイントの60％以上。

教科書等

参考図書
① 中村雄祐 2009 『生きるための読み書き 発展途上国のリテラシー問題』 みすず書房。
② 齋藤晃編 2009 『テクストと人文学 知の土台を解剖する』 人文書院。
③ 吉江貴文編 2019 『近代ヒスパニック世界と文書ネットワーク』

その他の参考図書については、講義の中で適宜、関連文献リストを配布する。

担当者プロフィール
専門は人類学（ラテンアメリカ地域）、文書研究。
現在の研究テーマ：『近代ヒスパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 音楽人類学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 福岡正太

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
日本を含む世界のいくつかの音楽や芸能を例として取り上げ、人間はなぜ音楽を奏でてきたのかについて考
える。特に、２０世紀以降、伝統的な音楽がどのように変化しつつ伝承されてきたのかを知り、現代の私たち
の音楽表現における「伝統」の意味について考える。

科目の到達目標 グローバル化する世界において他者を理解する１つの入り口として音楽が重要であることを理解し、世界の
多様な音楽に注意深く耳を傾ける態度を養う。

受講要件 様々な音楽や芸能のビデオ等を視聴するので、それらに真剣に耳を傾けられること。音楽についての経験・
知識の有無は問わない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書を事前に読み、必要な知識と考え方を身につけておく。講義で取り上げる音楽・芸能について、ＣＤや
ＤＶＤあるいはウェブ等で視聴し、ジャンルの概要について調べてみる。

講義内容

第１回 音楽とは何か
第２回 民族と音楽―小泉文夫の民族音楽学
第３回 ミュージカル―ことばとうた
第４回 ことばの表現様式の多様性
第５回 古典芸能の伝承
第６回 音楽の習得と社会化
第７回 タイタニック―音楽と階層
第８回 アイルランド音楽の再生
第９回 リバーダンス―伝統を世界の舞台へ
第１０回 高橋竹山―津軽の「匂い」
第１１回 津軽三味線とロック―現代日本社会における伝統
第１２回 「怒」―大阪浪速の太鼓集団
第１３回 無形文化遺産としての音楽芸能
第１４回 音楽を記録する―楽譜、録音、映像
第１５回 日本のガムラン―地球時代の民族と音楽
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
講義中に時間を設け、講義内容および取り上げた音楽について小レポートを提出させる。どの程度真剣に音
楽に耳を傾け、音楽を通じた異文化理解についての考えを深めたかという観点から、小レポートに基づき評
価する。

教科書等 教科書：『民族音楽学12の視点』（音楽之友社）

担当者プロフィール 国立民族学博物館教員、民族音楽学、東南アジア研究専攻。現代インドネシアにおける伝統音楽の展開に
ついて関心をもつ。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 音楽人類学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 福岡正太

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
世界の音楽には、普段私たちが親しんでいるやり方では捉えることのできないリズムがみられる。いくつかの
リズムの例を取り上げ、その構成原理について考える。リズムという具体的な表現の例を通して、世界の文化
的表現の多様性への理解を深め、グローバル化する世界における他者理解の大切さと難しさを知る。

科目の到達目標 普段聴いている音楽の常識から離れ、世界の多様な音楽のリズムを理解し楽しむための基礎を築く。

受講要件 様々な音楽や芸能のビデオ等を視聴するので、それらに真剣に耳を傾けられること。音楽についての経験・
知識の有無は問わない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で取り上げる音楽・芸能について、ＣＤやＤＶＤあるいはウェブ等で視聴し、そのリズムの特徴をつかんで
みる。

講義内容

第１回 ガムラン（１）―おしりで合わせるリズム
第２回 ガムラン（２）―伸び縮みするリズム
第３回 ガムラン（３）―繰り返しと変化
第４回 息を合わせる
第５回 リズムをきざむ―拍
第６回 リズムはめぐる―拍子
第７回 三線とうたと太鼓と―異なるリズムの重ね合わせ
第８回 ジャズと行進曲―リズム感の違いを生み出すもの
第９回 バタックの太鼓とリズム―リズムの掛け合い
第１０回 テイク・ファイブ―足し算のリズム
第１１回 トルコ風ブルーロンド―リズムの足し算と割り算
第１２回 西アフリカの太鼓―リズムの交差と衝突
第１３回 ヘミオラ―３：２のリズム
第１４回 ターラ―リズムの方程式
第１５回 リズムの常識と非常識
※授業の順序等は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
講義中に時間を設け、講義内容および取り上げた音楽について小レポートを提出させる。どの程度真剣に音
楽に耳を傾け、音楽を通じた異文化理解についての考えを深めたかという観点から、小レポートに基づき評
価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 国立民族学博物館教員、民族音楽学、東南アジア研究専攻。現代インドネシアにおける伝統音楽の展開に
ついて関心をもつ。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 エスニシティと宗教Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 田浪亜央江

履修時期 前期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要

〈エスニシティ〉とは実体的なものとして定義されるのではなく、集団間の接触や交流のなかで浮上し、しばし
ば政治的に利用されます。本講義では「宗教」、とくにイスラームを中心に、イスラーム社会とキリスト教コミュ
ニティの関係における諸問題（統合と排除、多文化主義、国家と宗教、アイデンティティなど）を取り上げます。
また、宗教とエスニシティが日本社会とどのように関わるのかも適宜考えてゆきます。

科目の到達目標 ケーススタディを通してエスニシティに関わる主要な議論に触れ、エスニシティを切り口に現代世界の諸問題
を扱うためのリテラシーを養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 随時配布する新聞記事や論文を各自読んで学習を深めるほか、少しでも興味を持ったら自分で調べるクセを
つけて下さい。

講義内容

1 エスニシティについて 5/11
2 イスラームにおける〈平等〉5/18
3、ムスリムと非ムスリム 5/25
4 ミッション活動と植民地主義 6/1
5 アメリカ黒人とキリスト教 6/8
6 アフリカン・アメリカンにおけるイスラームの受容 6/15
7 マルコムXの軌跡① 6/22
8 マルコムXの軌跡② 6/29
9 「解放の思想」としての宗教 7/6
10 欧米社会とムスリム社会 7/13
11 欧米社会とムスリム社会 7/20
12 日本における〈宗教とエスニシティ〉7/27
13 日本における〈宗教とエスニシティ〉 8/3
14 まとめ 8/17

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（リアクションペーパーまたはミニレポート、および出席状況）40％、課題論文の提出 60％

教科書等 教科書は使用しません。授業で用いるパワーポイントの内容を一部ハンドアウトとして配布。

担当者プロフィール 大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ留学。

授業に関連する実務経
験

2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従事）、2009年4月
～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）

備考 明らかに授業を聞かずに記入したリアクションペーパーは無効とするので、そのつもりで臨んで下さい。



科目名 エスニシティと宗教Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 田浪亜央江

履修時期 後期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要

前期に引き続き、宗教を切り口としてエスニシティを考えます。とくにエスニック・マイノリティと宗教に関し、地
域や背景を異にするいくつかのエスニック・マイノリティの事例を取り上げ、相互に参照・比較することをとおし
て、文化的アイデンティティと統合、マイノリティ社会におけるマイノリティ、ナショナリティと国籍といった問題を
考えてゆきます。

科目の到達目標 事例紹介をとおしてエスニシティに関わる主要な問題や議論を知り、エスニシティを切り口に現代世界の諸問
題を扱うためのリテラシーを養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 随時配布する新聞記事や論文を各自読んで学習を深めるほか、少しでも興味を持ったら自分で調べるクセを
つけて下さい。

講義内容

1 エスニック・マイノリティと宗教 概論
2 在日朝鮮人とは何者か
3 日本における在日朝鮮社会の表象 
4 朝鮮学校の歴史と現状
5 在日朝鮮人とキリスト教
6 「イスラエルのアラブ人」概要
7 マイナー言語と共通語の思想
8 言葉の呪縛、言語の壁
9 ヘブライ語とユダヤ教 イラク系ユダヤ人など
10 アラブ社会におけるユダヤ教徒
11 マイノリティのマイノリティ：イスラエルのベドゥィン
12 マイノリティのマイノリティ：イスラエル・アラブ・クリスチャン
13 難民・無国籍・二重国籍
14 思想としてのマイノリティ 
15 授業内課題論文作成

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（リアクションペーパーまたはミニレポート、および出席状況）40％、テスト（授業内の課題論文の作
成）60％

教科書等 教科書は使用しません。授業で用いるパワーポイントの内容を一部ハンドアウトとして配布。

担当者プロフィール 大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ（イスラエル）留学。

授業に関連する実務経
験

2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従事）、2009年4月
～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）

備考 明らかに授業を聞かずに記入したリアクションペーパーは無効とするので、そのつもりで臨んで下さい。



科目名 ジェンダーとセクシュアリティ

単位数 2.0

担当者 教授 ヴェール・ウルリケ

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

注意：下記の内容は、対面授業用のものです。オンライン授業については、履修登録してからWebClassで確
認してください。
ーーー
「男らしさ」「女らしさ」とはなんでしょうか。本講義では「男・女」「異性愛・同性愛」などの区分の“あたりまえ”を
問い直します。歴史を通じて、または現代の社会と文化において、ジェンダーとセクシュアリティがどのように
形成され、どのような差別が組み込まれるのか見ていきます。また、ジェンダーとセクシュアリティは人々のア
イデンティティに関わる他のカテゴリー（たとえば、民族や人種）とどのように関係するかについても一緒に考
えていきます。

科目の到達目標

本講義の目標は、受講生がジェンダー・セクシュアリティ研究の基礎的な理論を学び、様々な社会・文化現
象、自己と他者との関係、歴史と現在を「ジェンダー・レンズ」を通して批判的に見る能力を身につけること、ま
た、規範的なジェンダーとセクシュアリティが作り出され、強要されることによって損・得するのは誰なのか、
ジェンダーとセクシュアリティは私たちを取り巻く社会と文化においてどう作用しているかについて考える力を
高めることです。

受講要件 とくになし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ＊積極的に授業に参加する（とくに、グループ・ディスカッションへに参加し、その結果報告をする）こと。
＊毎回の授業内容を次回までに復習すること。

講義内容

第１回 この授業について
第２回 ジェンダーとセクシュアリティとは何か

第一部：近現代史とジェンダー
第３回 ジェンダーとセクシュアリティの近代史
第４回 「良妻賢母」の発明
第５回 「慰安婦」の歴史：ドキュマンタリー映画の上映
第６回 近代国家におけるジェンダーと民族
第７回 専業主婦とサラリーマンの戦後史

第二部：ジェンダー・アイデンティティと性的指向
第８回 ジェンダー・アイデンティティの形成
第９回 学校教育とジェンダー・セクシュアリティ
第１０回 クィア理論からみたジェンダーとセクシュアリティ（特別講師 河口和也）

第三部：文化に潜むジェンダー
第１１回 言語に潜むジェンダー
第１２回 芸術とジェンダー・セクシュアリティ
第１３回 映像メディアにみるジェンダーとセクシュアリティ（映画鑑賞）
第１４回 映像メディアにみるジェンダーとセクシュアリティ（討論など） 

第１５回 テスト

＊上記のスケジュールは仮のもので、変更の可能性がある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 １回の記述式テスト：講義内容・リーディングの内容・授業で議論したことの理解度を測るもの。
受講票への記述内容（数回）を参考にする場合もあります。単位修得の最低条件は、10回以上の出席です。

教科書等 随時配布。

担当者プロフィール

出身はドイツで、専門は日本を中心としたジェンダー史研究です。
主な研究・関心は、日本フェミニズムの歴史と思想、宗教とジェンダー、国民国家とジェンダー、戦時中におけ
るドイツと日本のジェンダー史、日本の反原発運動にみられるジェンダー、女性の平和運動・反原発運動と
ジェンダーなど。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 労働と社会

単位数 2.0

担当者 国際学部 湯浅正恵

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

みなさんは「労働」と聞いてどのようなイメージをもつでしょうか。大学を卒業してみなさんの多くが働くことにな
るでしょうし、既にアルバイトで働くことを体験した人も多いでしょう。労働とは苦しみ？義務？権利？生きが
い？夢？人によってそのイメージも意味も様々かもしれません。この講義では、人間が生きるうえで「労働」が
どのような意味をもつのか、異なる社会、異なる時代における働くことを比べながら考えていきます。そして現
代日本社会における労働とは異なる仕事や活動を紹介しながら、社会と労働のあり方を、自らの人生の問題
として具体的に考える契機としてもらえたらと思います。

科目の到達目標 自らの人生、人とのつながり、社会、歴史、世界という大きな視点から、働くことを考えることができるようにな
ること。

受講要件 「社会学」「国際社会論I・II」と合わせて受講することにより、理解はより一層深まります。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 必要に応じて講義で資料を渡します。また講義の中で課題を出し、数回短いレポートを提出してもらいます。

講義内容

1. イントロダクション：いのちをつなぐ働くこと
2. 現代日本の労働1 
3. 現代日本の労働2 
4. 現代日本の労働3 
5. 現代日本の労働4
5. 前近代の労働1
6. 前近代の労働2
7. 近代の労働1
8. 近代の労働2
9. 日本人がはたらく1
10.日本人がはたらく2
11.日本人がはたらく3
12. 現代の様々な仕事と活動1
13. 現代の様々な仕事と活動1
14. ゲストスピーカー
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、と期末テスト70点。

教科書等

参考書 
ドミニク・メーダ、『労働者会の終焉』、法政大学出版会、2000年
宮本常一 『生業の歴史』 未来社 2004年
塩野米松 『失われた手仕事の思想』 中公文庫
今野晴貴 『マジで使える労働法ー賢く働くためのサバイバル術』イースト・プレス 2009年
伊藤洋志 『ナリワイをつくるー人生を盗まれない働き方』東京書籍 2012年

担当者プロフィール
ずっと働くこととについて悩んできました。
やっと最近ふっきれた気がしています。そうすると、能動性と共同性を兼ね備えた働くことの喜び、そうした小
さな「ユートピア」が最近あちこちに見えてきました。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 異文化間交渉論

単位数 2.0

担当者 教授 田川 玄

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要 本授業では、ひとを分類するカテゴリーである「民族」「人種」「エスニシティ」などを取り上げ、それらのカテゴ
リーがどのようなものであるのか、文化人類学の理論とアフリカやその他の地域の事例から検討していく。

科目の到達目標 「民族」「人種」「エスニシティ」などについて文化人類学の理論と事例から理解する。

受講要件 内容の理解のため文化人類学の関連科目を受講していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業資料を事前事後に読むこと。授業中に示した参考書を活用することも重要です。

講義内容

次のような内容を取り上げる予定です。

１ イントロダクション
２ 今の日本でどのように「民族」は語られるのか？
３ 「人種」概念の生成
４ 「人種」概念の問題点
５ 客観主義的アプローチと主観主義的アプローチ
６ 本源論的アプローチと道具論的アプローチ
７ 「伝統の創造」論
８ 「想像の共同体」論
９ ソフトな民族とハードな民族
10 「民族」と関連するカテゴリー
11 北東アフリカの民族境界と動態
12 近代エチオピアの歴史
13 オロモ民族の生成
14 民族のゆくえ
15 最終課題

変更する可能性があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
平常点：50％
最終課題：50％ 

教科書等 参考書：『新版 文化人類学のレッスン』（梅屋潔・シンジルト編）学陽書房, 2017年。このほかにも資料を配布
します。

担当者プロフィール

いつも行く村の近くに国際NGOやら世界銀行やらの資金でコンクリート製の貯水池ができました。工事をして
いるときに現場を見に行ったのですが、労働者のひとりに携帯電話を貸して欲しいと言われて渡しました。彼
は、今朝に届くはずの給料が届いていないと工事を発注した下請けNGOの担当者らしき人物に電話をしてい
ました。しかし、どうも担当者と話が通じないようでした。怒った男たちは「やってられねえ」とさっさと荷物をま
とめて現場を後にしたのでした。工事はどうなるのかと思いましたが、半年後に訪れると貯水池は完成してい
ました。ちゃんと機能すればいいんですが。

授業に関連する実務経
験

該当しない。

備考



科目名 文化交流史Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 長坂 格

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要
担当者がこれまでフィールドワークを行ってきた東南アジア、特にフィリピンを対象として取り上げ、複数の文
化・文明の交流のなかで形成されてきたフィリピン社会の社会・文化の特徴を論じる。そうすることで、東南ア
ジアの社会文化、および文化人類学的アプローチについての理解を深めることを目的とする。

科目の到達目標 東南アジア、フィリピンの社会と文化、および文化人類学の主たる方法であるフィールドワークに関する基礎
知識を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 集中講義が行われる前に、フィリピンに関する新聞記事やニュースあるいは書籍に目を通し、適宜メモなどを
とる。授業内容を配布資料や参考図書を読み復習する。

講義内容

1． イントロダクション
2. 文化人類学の視点と方法１
3. 文化人類学の視点と方法２
4. 東南アジア・フィリピン概論１
5. 東南アジア・フィリピン概論２
6. フィールドワークの実践１
7. フィールドワークの実践２
8. 文化相対主義とフィールドワーク
9. 親族
10. 家族
11. 精霊信仰
12. カトリシズム
13． 国境を越える人の移動
14-15. まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業内容、資料を踏まえた授業へのコメント（40％）と期末テスト（60％）による

教科書等 授業中に指示する。『フィリピンを知るための64章』（明石書店）は、授業内容の予習復習に役立つ。

担当者プロフィール
人の移動を文化人類学の立場から研究してきた。1990年代よりフィリピンでフィールドワークをおこなう。フィリ
ピンの人々の高い移動性に関心を持ち、日本、イタリア、フランス、イギリスでフィリピンの人々についての調
査を行ってきた。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 文化交流史Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 松井 生子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
この講義では、東南アジア大陸部を中心に、人びとが当該地域内外の交流によって自己像を形成する様相、
多様な価値観のぶつかり合いや共存を考察していく。まず交流の歴史を学び、その後に開発、観光、宗教的
実践といった個別のトピックスを取り上げ、文化動態について詳しく検討を加える。

科目の到達目標 （１）人びとの交流によって変化し続けるものとして、文化を動態的に捉えることができる。
（２）東南アジアの社会と文化についてさまざまな角度から分析することができる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 集中講義を受講する前に、文献、web等で東南アジアの地理や文化に関する情報を入手しておく。授業後
は、関心を持った事柄について自分で調べ、考察し、学習を発展させる。

講義内容

１． イントロダクション
２． 「東南アジア」とは／文化についての視座
３． 先史文化～「インド化」
４． 「交易の時代」（15～17世紀）
５． 王朝の交代、ヨーロッパ勢力の領域支配（18世紀）
６． 植民地化の進行（19世紀）／近代国家の形成
７． 東南アジアをめぐる事象から考える １（「民族」）
８． 東南アジアをめぐる事象から考える ２（争いと平和）
９． 東南アジアをめぐる事象から考える ３（宗教的実践）
１０．東南アジアをめぐる事象から考える ４（性の多様性）
１１．東南アジアをめぐる事象から考える ５（観光）
１２．東南アジアをめぐる事象から考える ６（開発）
１３．日本と東南アジア １（日本で働く人びと）
１４．日本と東南アジア ２（共生のために）
１５．総括および最終レポート
※ 授業では、適宜、関連する音声教材、映像資料を使用します。
※ 授業の展開によって、各回の内容や順番に若干の変更がありえます。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎日のレポートと授業参加の積極度（50％程度）、最終レポート（50％程度）により、総合的に評価します。

教科書等 教科書は指定しません。参考文献は授業の中で紹介します。

担当者プロフィール 専門は文化（社会）人類学。これまで、ベトナムのモン族、カンボジアのベトナム人について調査・研究をおこ
なってきました。異なる文化的背景を持つ人びとの関係構築に関心を持っています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 社会文化思想史Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 柿木伸之

履修時期 後期

履修対象 1年次以上

講義形態 講義

概要

古代ギリシア以来、ヨーロッパの思想家が人間そのものについて、あるいは人間の倫理や共同性のあるべき
姿について考えてきた内容は、今なお社会の仕組みや倫理的な規範の基本的な前提を形づくっています。本
講義では、ヨーロッパの思想の足跡を、時代ごとの文化にも目を配りながら追うことで、現代社会の基盤にあ
る人間観や倫理観を理解しつつ、社会の問題に他者とともに取り組む糸口を探っていきます。後期の講義で
は、古代ギリシアからルネサンスまでの思想と芸術を、その後代への影響も視野に収めながらたどります。

科目の到達目標
ヨーロッパにおける人間と社会をめぐる思想の歴史を文化史的な奥行きをもって理解し、今ここを見つめ直す
思考の糧を得ることがねらいです。また、他の人文学と社会科学に関する講義を受講する際の基礎になる知
識と教養を身につけることも、講義の目標の一つです。

受講要件 安易に「情報」としての解答を求めるのではなく、思想家たちが格闘した問題を自分自身の問題として考えよ
うとする姿勢が、本講義の受講の要件です。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学習は必要ありませんが、配布資料やノートを見返すといった事後学習をつうじて講義の内容について
考えたことを自分なりの問題意識に高めるよう努めてください。また、講義のなかで紹介される文献をできる
だけ数多く読むようにしてください。紹介される芸術作品に触れることも重要です。なお、ヨーロッパの社会思
想と文化史に一定の見通しを得て、それらについての知見を他の講義に生かすためには、近代以後の思想
の系譜に目を向けることも欠かせないので、「社会文化思想史Ⅱ」も継続して受講することが望ましいです。

講義内容

おおよそ以下のような予定で講義を進めていきます。進行などに応じて順序や内容を変更することもありえま
す。
1．イントロダクション
2．古代ギリシアのポリス
3．ギリシア悲劇の世界
4．ソフィストとソクラテス
5．プラトンの思想
6．アリストテレスの思想
7．ヘレニズム期の思想と芸術
8．初期キリスト教の思想
9．アウグスティヌスの思想
10．キリスト教的ヨーロッパの発展（中世の音楽）
11．イスラム世界との交流と大学の成立（中世の美術）
12．トマス・アクィナスから中世末期へ
13．ルネサンスとは何か（ルネサンスの芸術）
14．マキアヴェッリと人文主義者の思想
15．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各回の講義をつうじて考えたことをひと言記したコメントの内容と、各回講義の冒頭での前回の講義の簡潔な
まとめの発表（最初の2回の講義で割り当てを決めます）によって参加度を評価します。これと、参考文献とし
て紹介した図書一冊についての2000字以上の書評（学期末に提出していただいたうえで最後の講義で発表
していただきます）とを総合して成績評価を行ないます。出席自体は評価の対象になりませんが、10回以上
出席した履修者だけが成績評価の対象になります。出席回数は各自で管理してください。

教科書等 教科書は用いません。参考文献は、講義のなかで随時紹介します。

担当者プロフィール

研究の専門領域は、近代および現代のドイツ語圏の哲学と美学。近年はとくに、20世紀前半に批評家とし
て、また類いまれなエッセイストとして活動したヴァルター・ベンヤミンの思想に強い関心を持って取り組んで
います。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』（岩波新書、2019年）、『パット剝ギトッテシマッタ
後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、2015年）、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳と
しての言語、想起からの歴史』（平凡社、2014年）などがあります。翻訳書に、『細川俊夫 音楽を語る──静
寂と音響、影と光』（アルテスパブリッシング、2016年）があります。

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考



科目名 社会文化思想史Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 柿木伸之

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

古代ギリシア以来、ヨーロッパの思想家が人間そのものについて、あるいは人間の倫理や共同性のあるべき
姿について考えてきた内容は、今なお社会の仕組みや倫理的な規範の基本的な前提を形づくっています。本
講義では、ヨーロッパの思想の足跡を、時代ごとの文化にも目を配りながら追うことで、現代社会の基盤にあ
る人間観や倫理観を理解しつつ、社会の問題に他者とともに取り組む糸口を探っていきます。前期の講義で
は、宗教改革期から20世紀までの社会思想と芸術のありようを、その現代的意義も探りつつたどります。

科目の到達目標

ヨーロッパにおける人間と社会をめぐる思想の歴史を文化史的な奥行きをもって理解し、今ここを見つめ直す
思考の糧を得ることがねらい
です。また、他の人文学と社会科学に関する講義を受講する際の基礎になる知識と教養を身につけること
も、講義の目標の一つです。

受講要件
安易に「情報」としての解答を求めるのではなく、思想家たちが格闘した問題を自分自身の問題として考えよ
うとする姿勢が、本講義の受講の要件です。また、講義のなかで近代以前の思想に言及することもあるの
で、「社会文化思想史Ⅰ」を受講していることが望ましいですが、必須ではありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

今年度の講義はオンラインで行ないます。必ず各回の講義の前に、WebClassで情報を確認してください。講
義の後で、配布資料やノートを見返すといった事後学習をつうじて講義の内容について考えたことを自分なり
の問題意識に高めるよう努めてください。また、講義のなかで紹介される文献をできるだけ数多く読むようにし
てください。紹介される芸術作品に触れることも重要です。

講義内容

おおよそ以下のような予定で講義を進めていきます。進行などに応じて順序や内容を変更することもありえま
す。
1．イントロダクション
2．近代における自然観と人間観の転換
3．宗教改革の思想
4．近代初期の社会思想（ホッブズとロックを中心に）
5．啓蒙主義の思想とルソーの社会契約論
6．カントの『永遠平和のために』
7．オペラとは何か
8．アダム・スミスの思想
9．ヘーゲルとマルクスの思想
10．19世紀後半からの人間観の転換（進化論、ニーチェ、フロイト）
11．20世紀における芸術の変革
12．ヴェーバーとシュミットの思想
13．批判理論の展開
14．フーコーの思想とロールズの正義論

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
各回の講義をつうじて考えたことをひと言記したコメントの内容と、参考文献として紹介した図書一冊について
の2000字以上の書評とを総合して成績評価を行ないます。出席自体は評価の対象になりませんが、10回以
上出席した履修者だけが成績評価の対象になります。出席回数は各自で管理してください。

教科書等 教科書は用いません。参考文献は、講義のなかで随時紹介します。

担当者プロフィール

研究の専門領域は、近代および現代のドイツ語圏の哲学と美学。近年はとくに、20世紀前半に批評家とし
て、また類いまれなエッセイストとして活動したヴァルター・ベンヤミンの思想に強い関心を持って取り組んで
います。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』（岩波新書、2019年）、『パット剝ギトッテシマッタ
後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、2015年）、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳と
しての言語、想起からの歴史』（平凡社、2014年）などがあります。翻訳書に、『細川俊夫 音楽を語る──静
寂と音響、影と光』（アルテスパブリッシング、2016年）があります。

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考



科目名 共生の哲学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 柿木伸之

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

ともに生きることを、生きること自体に関わることとして、かつ自分自身の生の姿として問うこと。これが本講義
の目的です。他の人々とともに、そして人間以外の生きものとともに生きていることは、生存の事実です。もち
ろん、生きながらえること自体は、けっして綺麗ごとではありません。さらに、そのような生存の姿とそれを成り
立たせている関係も、歴史的に変化しています。このことを踏まえながら、自分とは異質な者とともに生きる可
能性を問うことは、現代の世界に生きる者にとって不可避の課題と言えます。たしかに「共生」という語は、
「多文化共生」や「共生社会」といった言葉となって、人々の、あるいは人間と自然の望ましい姿を想像させま
す。しかし、もしそうした言葉に踊らされるだけであるなら、ともに生きることを困難にしている今日の世界の構
造的な問題から目を閉ざしながら、他者がさらされている構造的な暴力に加担することにもなりかねません。
それゆえ、むしろ重要なのは、歴史の積み重なった現在において、他者とともに生きるとはどういうことか、と
もに生き、それぞれがよりよい生き方を追求できる関係を築くとはどういうことか、ともに生きることが可能な環
境をどのように造っていけるのか、そしてここにどのような困難があるのかを、自分自身に関わることとして考
えることのはずです。本講義は、他者を虐げてきた歴史とそれが投げかける問題を掘り下げながら、ともに生
きる見通しを少しずつ切り開く思考の試みへ受講者を誘うべく、思想を紹介していきます。テーマを設定して、
それについてディスカッションを行なうこともあります。

科目の到達目標 受講者一人ひとりが、他者との共生へ向けて取り組むべき問題を理解するとともに、それを自分自身の問題
として引き受け、自分の手で掘り下げていく視座を得ることが講義のねらいです。

受講要件 受講そのものに要件はありません。ただし、受講に際しては、安易に「情報」としての解答を求めるのではな
く、思想家が格闘した問題を自分自身の問題として考えようとする姿勢が求められます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

今年度の講義は、オンラインで行ないます。必ず事前に、各回の講義の情報をWebClassで確認してください。
事前の学修は必要ありません。問題意識を持って講義に臨んでいただければ結構です。講義に際しては、
ノートを取りながら、講義の内容を自分なりに掘り下げるよう努めてください。講義後は、講義の内容を振り返
るとともに、講義のなかで紹介される文献をできるだけ数多く読むようにしてください。文学作品や映画などに
も積極的に触れるようにしてください。なお、後期の「共生の哲学Ⅱ」では、前期の講義の問題意識を引き継
ぎながら、他者との共生への問いをさらに掘り下げていきますので、後期も継続して受講することが望ましい
です。

講義内容

おおむね以下のような流れで講義を進める予定ですが、各回のテーマは暫定的なものとして提示していま
す。順番が入れ替わることもあります。
1．イントロダクション：共生を哲学するとはどういうことか？
2．生存の複数性
3．歴史的な現在に生きる
4．「人間」とは何か？
5．「自分」とは何者だろうか？
6．他者とはどのような存在か？
7．言葉とは何か？
8．「公共」を問う
9．生に対する権力とは何か？
10．ジェノサイドの歴史
11．奴隷制の歴史
12．文明のなかの野蛮
13．新たな共生の文化へ
14．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
各回の講義をつうじて考えたことをひと言記したコメントの内容と、参考文献として紹介した図書一冊について
の2000字以上の書評とを総合して成績評価を行ないます。出席自体は評価の対象になりませんが、10回以
上出席した履修者だけが成績評価の対象になります。出席回数は各自で管理してください。

教科書等 教科書は使いません。参考文献を講義をつうじて随時紹介します。

担当者プロフィール

研究の専門領域は、近代および現代のドイツ語圏の哲学と美学。近年はとくに、20世紀前半に批評家とし
て、また類いまれなエッセイストとして活動したヴァルター・ベンヤミンの思想に強い関心を持って取り組んで
います。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』（岩波新書、2019年）、『パット剝ギトッテシマッタ
後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、2015年）、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳と
しての言語、想起からの歴史』（平凡社、2014年）などがあります。翻訳書に、『細川俊夫 音楽を語る──静
寂と音響、影と光』（アルテスパブリッシング、2016年）があります。

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考





科目名 共生の哲学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 柿木伸之

履修時期 後期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

ともに生きることを、生きること自体に関わることとして、かつ自分自身の生の姿として問うこと。これが本講義
の目的です。他の人々とともに、そして人間以外の生きものとともに生きていることは、生存の事実です。もち
ろん、生きながらえること自体は、けっして綺麗ごとではありません。さらに、そのような生存の姿とそれを成り
立たせている関係も、歴史的に変化しています。このことを踏まえながら、自分とは異質な者とともに生きる可
能性を問うことは、現代の世界に生きる者にとって不可避の課題と言えます。たしかに「共生」という語は、
「多文化共生」や「共生社会」といった言葉となって、人々の、あるいは人間と自然の望ましい姿を想像させま
す。しかし、もしそうした言葉に踊らされるだけであるなら、ともに生きることを困難にしている今日の世界の構
造的な問題から目を閉ざしながら、他者がさらされている構造的な暴力に加担することにもなりかねません。
それゆえ、むしろ重要なのは、歴史の積み重なった現在において、他者とともに生きるとはどういうことか、と
もに生き、それぞれがよりよい生き方を追求できる関係を築くとはどういうことか、ともに生きることが可能な環
境をどのように造っていけるのか、そしてここにどのような困難があるのかを、自分自身に関わることとして考
えることのはずです。本講義は、他者を虐げてきた歴史とそれが投げかける問題を掘り下げながら、ともに生
きる見通しを少しずつ切り開く思考の試みへ受講者を誘うべく、思想を紹介していきます。テーマを設定して、
それについてディスカッションを行なうこともあります。

科目の到達目標
受講者一人ひとりが、他者とは何か、他者とどのように関係しうるのか、といった問題をめぐる哲学的思考を
踏まえながら、他者との共生の可能性を生活の現場から切り開くことを自分自身の課題とする視座を得ること
が、講義のねらいです。

受講要件 受講そのものに要件はありません。ただし、受講に際しては、安易に「情報」としての解答を求めるのではな
く、思想家が格闘した問題を自分自身の問題として考えようとする姿勢が求められます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前の学修は必要ありません。問題意識を持って講義に臨んでいただければ結構です。講義に際しては、
ノートを取りながら、講義の内容を自分なりに掘り下げるよう努めてください。講義後は、講義の内容を振り返
るとともに、講義のなかで紹介される文献をできるだけ数多く読むようにしてください。文学作品や映画などに
も積極的に触れるようにしてください。

講義内容

おおむね以下のような流れで講義を進める予定ですが、各回のテーマは暫定的なものとして提示していま
す。順番が入れ替わることもあります。
1．イントロダクション：共生を哲学するとはどういうことか？
2．他者とともに生きる
3．障碍のある生
4．さまざまな性を生きる
5．植民地主義と脱植民地主義
6．人種主義の歴史
7．他者を歓待する
8．自由と責任
9．法と正義
10．戦争と平和
11．赦しと和解
12．ディアスポラであること
13．よそ者として、よそ者とともに生きる
14．特別講義
15．書評発表会とまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各回の講義をつうじて考えたことをひと言記したコメントの内容と、各回講義の冒頭での前回の講義の簡潔な
まとめの発表（最初の2回の講義で割り当てを決めます）によって参加度を評価します。これと、参考文献とし
て紹介した図書一冊についての2000字以上の書評（学期末に提出していただいたうえで最後の講義で発表
していただきます）とを総合して成績評価を行ないます。出席自体は評価の対象になりませんが、10回以上
出席した履修者だけが成績評価の対象になります。出席回数は各自で管理してください。

教科書等 教科書は用いません。参考文献は、講義をつうじて随時紹介します。

担当者プロフィール

研究の専門領域は、近代および現代のドイツ語圏の哲学と美学。近年はとくに、20世紀前半に批評家とし
て、また類いまれなエッセイストとして活動したヴァルター・ベンヤミンの思想に強い関心を持って取り組んで
います。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』（岩波新書、2019年）、『パット剝ギトッテシマッタ
後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、2015年）、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳と
しての言語、想起からの歴史』（平凡社、2014年）などがあります。翻訳書に、『細川俊夫 音楽を語る──静
寂と音響、影と光』（アルテスパブリッシング、2016年）があります。

授業に関連する実務経
験

特になし。



備考



科目名 マスメディア論

単位数 2.0

担当者 国際学部教授 井上 泰浩

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

メディア、マスコミュニケーションの歴史、実態、役割、影響力、そして問題点を授業で解説します。現代のマ
スメディアに対する理解を深め、メディア・リテラシーを高めるきっかけにしてもらうことが目的です。
メディアと私たちの関係は変化し続けています。インターネット、そしてソーシャルメディア
（twitterやfacebookなど）が生活の中に入り込み、人間の行動や関係が大きく変化し、そして、新聞やテレビ
のマスメディアも大転換を余儀なくされています。そして、これからもメディアは変化し、社会を変革していきま
す。変化の渦中の全体像をつかみ、問題点を理解することを目指します。特に、新型コロナのメディア（マスメ
ディア、SNSなど）によるパニックの世界的な拡大拡散（infodemic）について、背景や構造を解説をします。

科目の到達目標 メディアの一面に焦点を当て掘り下げることが授業の目的ではなく、多面的にマスメディアの全体像を学んで
もらうことを目標とします。

受講要件 新聞、テレビ、ラジオ、広告、映画、インターネット、ソーシャルメディアなどのメディアに興味があることが必要
です。また、新聞を読み、テレビニュースを視聴し、ネットでさまざまな情報に触れるようにしてください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 日々起こる事件や事故のニュース、社会現象の報道に対して、受身になることなく常に接していることが重要
です。

講義内容

・ マスメディアの歴史 コミュニケーションの変遷、新型コロナとメディア（１）
・ テレビ テレビの半世紀の歴史と産業構造、問題点、ネット・デジタル化による将来の姿。また、テレビのコン
テントがどのように「作られるか」を理解する。（２－５）
・ ラジオ 初めて時空を越えるメディアとして誕生したラジオの歴史からインターネットとの融合までを概観す
る。（６）
・ 新聞 新聞業界はどのようになっているのか、事件や出来事はどのようにして記事になっていくのかを説明
する。（７－９）
・ 広告 広告業界の構造とメディアとしての広告・広報・ＰＲの解説。（１０）
・ インターネット 新しいメディアであるインターネットについて理解する。（１１）
・ マスメディアの構造 新聞、テレビ、ラジオだけではなく、書籍、音楽、広告、インターネットなど身の回りをマ
スメディアが取り囲んでいることを知る。（１２）
・ 報道と取材のウラ メディアの社会的、政治的機能を踏まえた後に、ニュースにどのような偏向要因が入り
込み学び、客観報道などありえないことを理解する。（１３）
・ ジャーナリズムの役割と課題 メディアの健全な機能なくしては民主主義は成り立たない。人権、国民の知る
権利、報道の自由という複雑な関係を考える。（１４－１５）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加（オンラインでのコメントなど）50％ 小論文50％

教科書等 参考書：井上泰浩『メディア・リテラシー 媒体と情報の構造学』（日本評論社、2004年）

担当者プロフィール

全国紙記者を経てミシガン州立大学でマスメディア学の博士号を取得。2013-2014年、ハワイ大学マノア校平
和研究所研究員。
専門は、メディアの影響・心理学（テレビや広告などのメディア・コンテントが人間のイメージ形成や行動にど
のような影響を与えるかなど）、国際コミュニケーション（メディアによる情報の世界流通が政治や文化にどの
ような影響を及ぼすか）、政治コミュニケーション（キャンペーンや情報操作による政治や外交の問題など）、
ジャーナリズムなど、幅広く取り組んでいます。現在の研究テーマは、原爆投下の国際報道比較、ソーシャル
メディアと社会変化など。

授業に関連する実務経
験

全国紙記者。

備考



科目名 メディア・リテラシー

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 井上 泰浩

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

メディアは社会のあらゆる断面、研究分野と関わりがあります。マスメディアだけではなく、ネット・ウエブを含
むメディアを幅広い社会現象の脈略から広く取り上げ、メディアや情報通信の役割を考察します。また、メディ
アの情報を読み解くテクニックを学びます。特に、メディアが人間の認知、行動、そして社会と国際関係にどの
ような影響を及ぼしているのかを理解し、心理学から国際政治学など幅広い視点からメディア・リテラシーを
高めることを目的にします。

科目の到達目標 「今起きている問題」を常に考え解釈し、情報に流されたり操作されないようにすることを目指します。

受講要件 新聞、テレビ、ラジオ、広告、映画、インターネットなどのメディアに興味ある人の受講を求めます。前期の「マ
スメディア論」を受講しておくことを強く推奨します。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 日々起こる事件や事故のニュース、社会現象の報道に対して、受身になることなく常に「解釈」をし、何が伝え
られていないのか、どのような偏向が入り込んでいるのかについて問題意識を持ち続けてください。

講義内容

・メディアの効果と影響１ メディアの影響とはどのようなものかを、心理学、認知心理学、行動科学、社会科学
の視点から解説する。（１－３）
・メディアの効果と影響２ メディアが人間の認知、行動、態度、そして社会に与える影響の理論と実証研究例
を紹介する。（４－６）
・メディアの効果と影響３ プロパガンダはどのようにして行われるか。メディア操作のテクニックとはどのような
ものがあるのか。（７－９）
・メディアと外交・国際関係 メディアが外交政策にどのような影響を与えるのか。グローバル・メディアとネット
時代の国際世論の形成や国際社会の動きはどのような構造であるのか。（１０）
・広告、ブランディング メディアの心理的影響力とネット時代の広告・ブランディングの手法。（１１）
・ニュースの読み方 取材の裏などを紹介し、実例を挙げて新聞やテレビニュースの「裏読み」のテクニックを
紹介する。（１２－１４）
・メディアの将来 「マス・メディア」からウエブ時代の「ソーシャル・メディア」への変化。（１５）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加（受講票等）40％ 小課題もしくはクイズ20％ 小論文40％

教科書等 参考書：井上泰浩『メディア・リテラシー 情報と媒体の構造学』（日本評論社）

担当者プロフィール

全国紙記者を経てミシガン州立大学でマスメディア学の博士号を取得。2013-2014年、ハワイ大学マノア校平
和研究所研究員。
専門は、メディアの影響・心理学（テレビや広告などのメディア・コンテントが人間のイメージ形成や行動にど
のような影響を与えるかなど）、国際コミュニケーション（メディアによる情報の世界流通が政治や文化にどの
ような影響を及ぼすか）、政治コミュニケーション（キャンペーンや情報操作による政治や外交の問題など）、
ジャーナリズムなど、幅広く取り組んでいます。現在の研究テーマは、原爆投下の国際報道比較、ソーシャル
メディアと社会変化など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本文化史Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 山口えり

履修時期 後期

履修対象 １年生

講義形態 講義

概要 本講義では、日本文化のうち、日々の生活に関わることがらを中心に検討します。各回のテーマ毎に、自然
環境に対応しながら生活文化を発展させてきた日本の思考、古くからの広島地域の特色について学びます。

科目の到達目標 自身の日常の中に日本文化を検討するに値する様々な糸口があることを知り、日本文化に関わる事象を学
術的見地から考察することができるようになる。

受講要件 日本の伝統文化に関心を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業で紹介された事物・場所のうち、少なくとも一つには直接ふれて、日本文化について分析すること。

講義内容

１. オリエンテーション・日本文化と「日本らしさ」とは
２. 日本文化史を学ぶ基本
３. 昔の食生活
４. 安芸国の特産物の今と昔
５. ショートプレゼンテーション テーマ 「食」
６. 特別講義「昔の人は何を食べていたの？ 『延喜式』研究の最前線」
７. 芸術資料館展示見学 
８. 『日本書紀』編纂1300年－『日本書紀』の成立
９. 『日本書紀』を読む
１０.『日本書紀』と安芸国
１１. 文化財 
１２. 文化財調査
１３. 広島の文化財 無形文化財 
１４. 広島の文化財 有形文化財
１５．振り返りとまとめ（テスト形式）

＊特別講義の日程、芸術資料館の催し、履修者の数、また、日本文化に関する重要な出来事が起きた場合
など、シラバスは変更します。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義中の意見交換や提出物（25%）、最終回でのテスト（75%）の成績で評価します。

教科書等 特に定めず、必要に応じて資料を配布します。

担当者プロフィール
日本文化・日本思想史が専門領域です。歴史の表層から隠れてしまった日本の文化や思想を顕在化させ、
それらの蓄積がいかにして形成され、発展してきたのかを明らかにしたいと考えています。
拙著『日本古代の祈雨儀礼と災害認識』（塙書房、2020年）参照。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本文化史Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 山口えり

履修時期 前期

履修対象 ２年生

講義形態 講義

概要
本講義では、日本文化の諸相について、特に信仰形態（神祇信仰・仏教・陰陽道）を中心に考えていきます。
各回のテーマ毎に、諸外国の様々な文化を柔軟に取り入れて、日本独自の思想として発展させてきた日本
思想について学びます。理解を進めるため画像資料や音声資料も用います。

科目の到達目標 自身の日常の中に日本文化を検討するに値する様々な糸口があることを知り、日本文化に関わる事象を学
術的見地から考察することができるようになる。

受講要件 日本の宗教や伝統文化に関心を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業で紹介された映画を鑑賞し、書籍を読むことによって、日本文化について分析する力を身につけること。

講義内容

１．日本文化と現在のIT環境 １ ※ 下記参照
２．日本文化と現在のIT環境 ２ 
３．日本文化と現在のIT環境 意見交換 １
４．日本文化と現在のIT環境 意見交換 ２ 
５．日本文化と信仰形態 １
６．日本文化と信仰形態 ２
７．日本文化と信仰形態 ３
８．日本文化と信仰形態 ４
９．日本文化と信仰形態 まとめ
１０. 神祇信仰―自然・自然現象の崇拝
１１. 密教の将来―最澄と空海 
１２. 末法思想―空也と源信 
１３．日本古代における陰陽道の成立
１４．様々な信仰形態と災害認識 
１５. まとめ

＊受講人数、および受講者のIT環境や学外環境によって、授業の進め方と方法を考えます。
＊履修について質問があれば、メール等でご連絡ください。（web class 参照）

※第１回、第２回の講義はしません。各自、遠隔授業受講の手段を整えてください。それらの作業を行う中、
伝統的と思われる日本文化と現在のIT環境について、自分ならではの発見があると思います。それらについ
て、意見交換を第３回目以降の講義で行いますので、準備してください。
第３回目以降の講義の行い方については、いちぽるから受講者の皆さんにメール配信いたします。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
意見交換（メール等での提出を考えています）や学期末レポート（提出方法は状況によって判断します）で評
価します。今年は、文化財そのものを見学することは難しいので、映画鑑賞や小説・論文の講読から学ぶ姿
勢を重視します。

教科書等 特に定めず、必要に応じて提示します。

担当者プロフィール
日本文化・日本思想史が専門領域です。歴史の表層から隠れてしまった日本の文化や思想を顕在化させ、
それらの蓄積がいかにして形成され、発展してきたのかを明らかにしたいと考えています。
拙著『日本古代の祈雨儀礼と災害認識』（塙書房、2020年）参照。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 イギリス文化論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

タイトルにあるとおり、この授業のテーマはイギリス文化です。ただし、イギリス文化といっても、それは永遠普
遍のものではなく、近代以降の歴史における様々な社会的実践を通じて生成変化してきたものです。こうした
生成変化の過程は、少し視点を変えれば、多様な他の文化との交流の過程でもあります。その過程は、個人
個人のアイデンティティが多様な他者との関りの中でその都度変化しつつ作り上げられていく過程とよく似て
います。この授業では、その生成変化の過程について、１８～１９世紀初期に焦点を絞って概観してゆきま
す。それによって得られた知識を踏まえたうえで、多様な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ学
生や留学生同士の交流によって、文化的多様性および異文化交流の現代的課題と意義への理解を体験的
に深めてゆきます。

科目の到達目標

イギリス文化およびその歴史的・社会的背景に関する基本的な知識を身につけることを通じて、文化の多様
性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解します。そのうえで、多様な文化的背景をもつ学生（多様
な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ学生や留学生）とのディスカッションを主とする交流をつう
じて、文化的多様性および異文化交流の意義について体験的に理解します。

受講要件 とくにありませんが、「イギリス文化論II」および「イギリスの文学と文化I・II」を合わせて受講すると、学びがより
効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回の授業の終わりに、論述式の宿題（小レポート）を出します。完成させたものを次回の授業時に提出して
ください。

講義内容

第１回：世界の文化的多様性や異文化交流の現状と課題
第２回：初期近代イギリス①――キリスト教中世から近代へ
第３回：②――プロテスタンティズム
第４回：近代国民国家イギリスの形成①――フランスとの関りを通じて
第５回：②――植民地との関りを通じて
第６回：中産階級の勃興と「イギリスらしさ」の形成①――貴族階級との関りを通じて
第７回：②――culture（文化／教養）概念の誕生
第８回：③――商業とフィクション
第９回：④――「女性的」文化と礼儀作法
第１０回：⑤――文化／教養と自己形成
第１１回：⑥――文化／教養と芸術
第１２回：⑦――産業革命と田園主義
第１３回：多様な文化的背景をもつ学生（多様な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ 
学生や留学生）たちによる体験的交流①――出身地域・国の文化についての意見交換
第１４回：②――世界の文化的多様性や異文化交流の現状と課題、意義についての意見交換
第１５回：③――上記を踏まえ、異文化交流の今後の可能性についての意見交換

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業への積極的参加度２０％、小レポート３０％、期末試験５０％の三つによって総合的に評価します。

教科書等 教科書はとくにありません。参考書は授業中に適宜紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高一種（英語）



科目名 イギリス文化論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 後期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

タイトルにあるとおり、この授業のテーマはイギリス文化です。ただし、イギリス文化といっても、それは永遠普
遍のものではなく、近代以降の歴史における様々な社会的実践を通じて生成変化してきたものです。こうした
生成変化の過程は、少し視点を変えれば、多様な他の文化との交流の過程でもあります。その過程は、個人
個人のアイデンティティが多様な他者との関りの中でその都度変化しつつ作り上げられていく過程とよく似て
います。この授業では、その生成変化の過程について、１９世紀初期～２０世紀に焦点を絞って概観してゆき
ます。それによって得られた知識を踏まえたうえで、多様な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ
学生や留学生同士の交流によって、文化的多様性および異文化交流の現代的課題と意義への理解を体験
的に深めてゆきます。

科目の到達目標

イギリス文化およびその歴史的・社会的背景に関する基本的な知識を身につけることを通じて、文化の多様
性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解します。そのうえで、多様な文化的背景をもつ学生（多様
な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ学生や留学生）とのディスカッションを主とする交流をつう
じて、文化的多様性および異文化交流の意義について体験的に理解します。

受講要件 とくにありませんが、「イギリス文化論I」および「イギリスの文学と文化I・II」を合わせて受講すると、学びがより
効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回の授業の終わりに、論述式の宿題（小レポート）を出します。完成させたものを次回の授業時に提出して
ください。

講義内容

第１回：世界の文化的多様性や異文化交流の現状と課題
第２回：１９世紀中期における「イギリスらしさ」の展開①――家庭の形成と文化
第３回：②――科学の進歩と文化
第４回：１９世紀後期①――大英帝国の拡大を通じて
第５回：②――移民問題を通じて
第６回：③――労働者階級との関りを通じて
第７回：④――人種主義を通じて
第８回：⑤――ナショナル・トラストと田園回帰
第９回：⑥――ユートピアと田園主義
第１０回：２０世紀①――二つの世界大戦、帝国の終焉、多文化主義
第１１回：②――植民地主義以降の文化概念の変容
第１２回：③――多文化主義への反動
第１３回：多様な文化的背景をもつ学生（多様な地域出身の学生や日本以外の文化的背景をもつ学生や留
学生）たちによる体験的交流①――出身地域・国の文化についての意見交換
第１４回：②――世界の文化的多様性や異文化交流の現状と課題、意義についての意見交換
第１５回：③――上記を踏まえ、異文化交流の今後の可能性についての意見交換

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業への積極的参加度２０％、小レポート３０％、期末試験５０％の三つによって総合的に評価します。

教科書等 教科書はとくにありません。参考書は授業中に適宜紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高一種（英語）



科目名 American CultureⅠ

単位数 2.0

担当者 准教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

This class is dedicated to learning about small town life in the United States and/or Canada. In this course,
we will explore American civilization and customs through films depicting rural American life and the
American road trip. We will consider the different cultural make-up of American society and look at how
history and intercultural encounter impact contemporary society. Lessons will mix readings and discussion
in English with watching American films.

科目の到達目標 To gain a better understanding of contemporary American culture and society through the study of a variety
of films.

受講要件 *Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
There is a significant amount of homework. At the beginning of each unit, students will be asked to do
research about a topic related to the upcoming lesson. At the end of each unit, students will be asked to
answer questions or write a paragraph. All collected homework is graded.

講義内容

1.Orientation – What are your thoughts about small town America? 
2.Background for The Great Debaters--The Legacy of Slavery 
3.Racial Issues & Education: The Great Debaters (Civil Rights)
4.Racial Issues & Education: The Great Debaters (racial Violence)
5.Background for the Majestic: The Cold War & The 2nd Red Scare 
6.Nostalgia & Belonging: The Majestic (The Red Scare, Hollywood Blacklist) 
7.Nostalgia & Belonging: The Majestic (WWII, The Constitution)
8.Mid-term Exam
9.The Vietnam Era: Fandango (US college culture)
10.The Vietnam Era: Fandango (road trip, the draft)
11.Extended Family: Elizabethtown (extended family, death and funerals)
12.Extended Family: Elizabethtown (success, marriage, US music culture)
13.Health & Welfare: The Fundamentals of Caring (Loss, single parenting)
14.Health & Welfare: The Fundamentals of Caring (Healthcare)
15.Wrap-up and discussion
16.Final exam

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance and participation (20%), homework and in-class assignments (30%), mid-term exam (25%), final
exam/final project (25%)

教科書等 Weekly handouts

担当者プロフィール Michael Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

*This course will be taught entirely in English, and students are expected to use English actively in class. 
*Homework is due at the beginning of class on the day it is due. Late homework will not be accepted. 
*Students who fail to complete both the mid-term exam and the final exam/final project will fail the course. 
*The course schedule is tentative, and the films and materials may change. 
*Enrollment will be limited to 40 students.



科目名 American CultureⅡ

単位数 2.0

担当者 准教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

This class is dedicated to learning about North American culture. In this course, we will explore America's
global influence and the influence of the rest of the world on America. In our lessons, we will consider the
different cultural make-up of American society and how history and intercultural encounters impact
contemporary society. Lessons will mix readings and discussion in English with watching American films.

科目の到達目標 To gain a better understanding of contemporary American culture and society through the study of film.

受講要件 *Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
There is a significant amount of homework. At the beginning of each unit, students will be asked to do
research about a topic related to the upcoming lesson. At the end of each unit, students will be asked to
answer questions or write a paragraph. All collected homework is graded.

講義内容

1.Orientation – What are your thoughts about America? How is it shaped by the rest of the world? How
does it influence other parts of the world?
2.France and the American Imagination: Casablanca (early Hollywood)
3.France and the American Imagination: Casablanca (music, WWII)
4.An American in Paris: Forget Paris (legacy of WWII)
5.An American in Paris: Forget Paris (music culture, culture shock)
6.Vienna Waits for You: Before Sunrise (intercultural encounters)
7.Vienna Waits for You: Before Sunrise (relationships)
8. Mid-term Exam
9.America in Asia: Lost in Translation (US-Japan cultural exchange)
10.America in Asia: Lost in Translation (the limits of cultural understanding, stereotypes)
11.Reaction to American Interventionism: Argo (US diplomacy, espionage)
12.Reaction to American Interventionism: Argo (the Iranian Revolution)
13.Memory and History: Everything Is Illuminated (the Holocaust)
14.Memory and History: Everything Is Illuminated (Ukraine) 
15.Final discussion and wrap-up
16.Final Exam

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance and participation (20%), homework and in-class assignments (30%), mid-term exam (25%), final
exam/final project (25%)

教科書等 Handouts

担当者プロフィール Michael Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

*This course will be taught entirely in English, and students must use English actively in class. 
*Homework is due at the beginning of class on the day it is due. Late homework will not be accepted. 
*Students who fail to complete both the mid-term exam and the final exam/final project will fail the course. 
*The course schedule is tentative, and the films and materials may change. 
*Enrollment will be limited to 40 students.



科目名 中国文化論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 飯島 典子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 中国文化の基本的なテーマを取り上げつつも、それぞれを少し深く掘り下げてその概要を把握できるようにす
る。

科目の到達目標 漢字 中華文化圏 文学などをキーワードとして中国文化の基礎知識を抑えることを主旨としたい。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 受講する皆さんの関心の高いテーマを重点的に扱いたいと思います。
考察力を養うためにこちらから色々質問しますので、積極的に授業に参加してください。

講義内容

1.ガイダンス 中国文化と日本 
2.龍を巡る言説－西洋との相違（1）
3.端午節
4.中国の都市建設－北京の歴史
5.漢字の誕生 
6.中華という概念
7.唐と日本の交流 
8.上海概論 
9.孫子(1)
10.孫子(2）
11.則天武后
12.知られざる中国料理
13.『西遊記』（1）
14.『西遊記』（2）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 レポート

教科書等 必要に応じて適宜指示

担当者プロフィール 専門は中国華南近代史・華僑論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国文化論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 飯島 典子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
中国文化が東アジア全体に大きな影響を及ぼした事はあらためて言うまでもないが、その一方、あまりにも浅
薄に伝えられている文化もある。本講座ではより深く中国を理解するためのテーマを取り上げ、あまり日本で
詳しく紹介されることのない中国文化の一端を知る契機としたい。

科目の到達目標 中国文化論Ⅰを踏まえた上で、あまり日本では知られていない中国文化の側面を紹介する。古代遺跡や書
などと、とかく「古くさい」とされる文化もよく知ると現代文化との接点が多くあることを解説したい。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 受講する皆さんの関心の高いテーマを重点的に扱いたいと思います。
考察力を養うためにこちらから色々質問しますので、積極的に授業に参加してください。

講義内容

1.ガイダンス
2.中国武術(1） 
3.中国武術(2) 
4.中国陶器
5.敦煌(1) 
6.敦煌(2）
7.中国医学(1)
8.中国医学(2)
9.漢字と書 
10.影絵劇（皮影戯）
11.兵馬俑秘話 
12.現代美術 蔡国強 
13. 中国の旧正月(春節）
14.日本の中華ファンタジー小説

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 レポート

教科書等 必要に応じて適宜指示

担当者プロフィール 専門は中国華南近代史・華僑論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際日本研究

単位数 2.0

担当者 准教授 山口えり

履修時期 前期

履修対象 ３年生

講義形態 講義

概要

本講義では、まず、これまでの日本研究の歴史的流れを説明します。特に、今年は『日本書紀』編纂1300年
に当たるため、『日本書紀』を題材に、日本の歴史史料の欧米圏での活用について学びます。また、現在、日
欧米の研究者が進めている日本研究の国際プロジェクト「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の
学術交流を紹介しながら、日本研究の国際発信のあり方を学びます。

科目の到達目標 世界の中の日本という視点で日本研究を行う知識と方法論を身につける。

受講要件 日本の文化・歴史、及び、それらの海外発信に関心を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 日本文化の海外発信と国際社会における多文化の受容について意識的に考えること。

講義内容

１. 「日本研究（Japanese Studies）」と疫病 １
２. 「日本研究（Japanese Studies）」と疫病 ２ 
３. 「日本研究（Japanese Studies）」と疫病 意見交換 １
４. 「日本研究（Japanese Studies）」と疫病 意見交換 ２
５. 海外における「日本研究」
６. 『日本書紀』編纂1300年－『日本書紀』と『古事記』のちがい
７. 『日本書紀』と広島
８. 『日本書紀』を日本語と英語で読む
９. 『延喜式』とは
１０. 英語圏における『延喜式』の研究
１１. 英語圏における『延喜式』の研究 意見交換
１２. 海外との協働研究の方法 『延喜太政官式』と日本研究 
１３. 英語圏との協働研究とその成果 １
１４. 英語圏との協働研究とその成果 ２
１５. 英語圏との協働研究とその成果 ３

＊受講人数、受講者のIT環境、および学外環境によって、授業の進め方と方法を考えます。
＊履修について質問があれば、ご連絡ください。（web class 参照）

※第１回、第２回の講義はしません。各自、遠隔授業受講の手段を整えてください。
合わせて、疫病・疫病対策を「日本研究」の題材としてみると、どのようなことに関心がむきますか？可能な範
囲で、その歴史的背景、海外からの影響・海外への影響などについて調べておいてください。意見交換を第３
回目以降の講義で行います。
第３回目以降の講義の行い方については、いちぽるから受講者の皆さんにメール配信いたします。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 意見交換、『日本書紀』や英語圏との協働研究における課題（提出物）で評価します。

教科書等 特に定めず、必要に応じて提示します。

担当者プロフィール

政治経済学部政治学科で日本思想を学んだ後、文学部および文学研究科で日本古代史を学んできました。
歴史の表層から隠れてしまった日本の文化や思想を顕在化させ、それらの蓄積がいかにして形成され、発展
してきたのかを明らかにしたいと考えています。
拙著『日本古代の祈雨儀礼と災害認識』（塙書房、2020年）参照。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 Modern Japanese Studies

単位数 2.0

担当者 Ulrike Wöhr

履修時期 Fall semester

履修対象 2nd year students and above

講義形態

概要

This course provides an introduction to modern Japanese society and culture (from the late 19th century to
the present) through the lens of gender. We will explore how gender was constructed in the historical
context of Imperial Japan and postwar Japanese society and how, in turn, gender has shaped modern
Japanese society and culture. We will also ask how, in these processes, gender has intersected with other
vectors of power, such as sexuality, class, and ethnicity. In the final weeks, we will analyze examples of
gender representation in present-day popular culture. Throughout the course, we will examine a variety of
primary and secondary materials, including visual sources such as film. Most class sessions will consist of a
combination of lecture and discussion; others will be reserved for student presentations.

科目の到達目標

Students should develop a clear understanding of the historicity as well as the historical and social
significance of gender and sexuality, and they should familiarize themselves with the concept of cultural
representation. They should gain knowledge and learn to ask critical questions about the workings of gender
in Japan’s recent history, society, and culture. Students should also improve their analytical skills as well as
their critical reading, writing, and presentation skills.

受講要件 Students who are not fluent in English will probably find it easier to succeed if they have taken my course
“Gender and Sexuality” (taught in Japanese), but this is not a requirement.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Complete the readings and related assignments; prepare short presentations (when it is your turn).

講義内容

1. General introduction
2. The “comfort women” and why they matter to us
3. “Good wife and wise mother”, the nation state, and war
4. “Bushido”, the nation state, and war
5. Correcting ambiguous bodies and deviant sexualities
6. Women as symbols of peace and democracy
7. Male breadwinners and fulltime housewives
8. Student presentations, first session
9. Student presentations, second session
10. Gender, sexuality, and otherness in popular culture (film screening 1)
11. Gender, sexuality, and otherness in popular culture (discussion 1)
12. Gender, sexuality, and otherness in popular culture (film screening 2)
13. Gender, sexuality, and otherness in popular culture (discussion 2)
14. Student presentations, third session
15. Student presentations, fourth session
(This schedule may be subject to change.)

期末試験実施の有無

評価方法・基準

Written answers to discussion questions on readings (in English; due the day before each class) and
participation in class discussions (30%)
Short presentations (in English; twice per semester) (40%)
Short essay (in English or Japanese; approximately 1000 words or 2000 characters, respectively; due at the
end of the semester) (30%)

教科書等 Will be made available after the beginning of the course.

担当者プロフィール

Ulrike Wöhr teaches Gender Studies and Japanese Studies at Hiroshima City University. Most of her
research explores the history of women’s and feminist movements and feminist thought in modern and
contemporary Japan, from a transnational perspective. She has also written about late nineteenth and early
twentieth century German colonialist discourse on Japan.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 東アジア研究

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 上水流 久彦

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
東アジアの基本的な歴史的関係を知ったうえで、東アジアの宗教やエスニシティ、社会関係などについて理
解を深め、東アジアの相互理解を阻む時事問題についてグループ討議も行いながら、多様な見方を身に着
ける。

科目の到達目標 東アジア各国の歴史的関係を踏まえたうえで、東アジアを理解するために必要な知識と考え方を身に着け
る。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ①教科書の指定範囲を読み、ノートに整理する。 
②関連するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。

講義内容

１．イントロダクション
２．東アジアの近現代史 ①近代前の東アジア
３．東アジアの近現代史 ②冊封体制から日本帝国主義時代へ
４．東アジアの近現代史 ③日本帝国主義の拡張
５．東アジアの近現代史 ④日本帝国主義の衰退
６．東アジアの近現代史 ⑤戦後
７．エスニシティから見える東アジア
８．宗教から見える東アジア
９．社会関係から見える東アジア
10．観光から見える東アジア 
11．日本の多文化共生から見える東アジア 
12．東アジアの時事問題
13．東アジアの時事問題
14．東アジアの時事問題
15. 東アジア理解を考える

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業での発表（2割）、発言（1割）並びに期末レポート（７割）で評価する。授業での発表や発言では教科書の
理解度や発言の積極性から評価する。レポートでは東アジアの問題についての関心度、多様な見方をみる。

教科書等 教科書：上水流久彦・太田心平・尾崎孝宏・川口幸大編著『東アジアで学ぶ文化人類学』、昭和堂

担当者プロフィール 1990年代半ばから、台湾を中心に東アジアで現地調査を行ってきました。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中東アラブ研究入門

単位数 2.0

担当者 准教授 田浪亜央江

履修時期 後期

履修対象 1年次

講義形態 講義

概要

近年、恐い・危ないといった形容詞が付いてまわる中東･アラブ世界。メディアによって伝えられるそうしたイ
メージと、現地の人々の意識や実生活とのあいだには、大きなギャップがあります。この社会について知るこ
とは、想像よりはるかに深く中東･アラブ世界にコミットし、その影響を受けている日本社会を問い直すことにも
つながります。
本年は、広い中東地域の政治的変動を「いま・ここ」とつなげて把握できるようにするために、画期とな
る1979年の出来事が現在の世界にどのような影響を与えているのかを中心に講義します。

科目の到達目標
中東･アラブ世界の地政学的特徴が頭に入り、この地域に関する情報・報道の読み取りに生かせるようにしま
す。今後、この地域に関する歴史的な背景をより深く学んでゆくための入り口として、複眼的な観察力を身に
つけます。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業内容に関連する新聞記事や論文などを随時配布するので、各自読んで学習を深めて下さい。その他、
少しでも関心をもったらさらに自分でさらに調べるクセをつけて下さい。

講義内容

1. イントロダクション、「中東」とは？「アラブ」とは？
2. メッカ：遠距離の移動を引き起こす磁場
3. 中東における宗教、モスクの社会的役割
4. ペルシャ湾岸諸国の経済発展と人の移動 
5. ペルシャ湾とアメリカ・日本 
6. スエズ運河：植民地主義とアラブ・ナショナリズム
7. 1979年という画期
8. イラン革命と現代
9. エジプト・イスラエル和平の衝撃
10. ソ連のアフガニスタンと現代
11. イラン・イラク戦争と湾岸戦争
12. イラク戦争と日本
13. 「アラブの春」とエジプトの若者
14. 広島から中東・アラブ世界を見る視点
15. 授業内課題論文作成

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（リアクションペーパーまたはミニレポート、および出席状況）50％、授業内課題論文50％

教科書等 教科書は使用しない。参考資料コピー、授業で用いるパワーポイントの内容を一部ハンドアウトとして配布。

担当者プロフィール 大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ（イスラエル）留学。

授業に関連する実務経
験

2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従事）、2009年4月
～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）

備考 明らかに授業を聞かずに記入したリアクションペーパーは無効とするので、そのつもりで臨んで下さい。



科目名 中東アラブ研究

単位数 2.0

担当者 准教授 田浪亜央江

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要

中東の「難民」と「移動する人々」をキーワードに、中東のいくつかの場所に注目し、そこでの歴史的背景や文
化を追いながら、この地域を捉えるための基本的な視点を提示していきます。
とかく恐い・危ないといった形容詞が付いてまわる中東･アラブ世界。メディアによって伝えられるそうしたイ
メージと、現地の人々の意識や実生活とのあいだには、大きなギャップがあります。この社会について知るこ
とは、想像よりはるかに深く中東･アラブ世界にコミットし、その影響を受けている日本社会を問い直すことにも
つながるかと思います。

科目の到達目標
中東･アラブ世界で現在起こっている出来事の背景を知る。それにより自身の関心を高め、主体的に情報収
集を行える姿勢を身につける。そうして得た情報を複眼的に読み取り、持続的に問うべき自分なりのテーマと
して造形する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業内容に関連する新聞記事や論文などを随時配布するので、各自読んで学習を深めて下さい。その他、
少しでも関心をもったらさらに自分でさらに調べるクセをつけて下さい。

講義内容

1. 日本から中東へ、中東から日本へ
2. パレスチナ問題の歴史的背景
3. パレスチナ人の難民化
4. パレスチナ人の出稼ぎ
5. パレスチナ難民と国際社会
6. ユダヤ人問題とユダヤ難民
7. シリア人の難民化の歴史的背景
8. シリア難民と国際社会
9. 「もてなし国家」ヨルダン
10. 遊牧民と国家
11. 出稼ぎ国家エジプト
12. 「アラブの春」とエジプトの若者
13. 海を越える難民たち①
14. 海を越える難民たち②

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（リアクションペーパーまたはミニレポート、および出席状況）50％、課題論文50％

教科書等 教科書は使用しません。参考資料のコピー、および授業で用いるパワーポイントの内容を一部ハンドアウトと
して配布。

担当者プロフィール 大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ（イスラエル）留学。

授業に関連する実務経
験

2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従事）、2009年4月
～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）

備考 明らかに授業を聞かずに記入したリアクションペーパーは無効とするので、そのつもりで臨んで下さい。



科目名 ラテンアメリカ研究Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 吉江 貴文

履修時期 前期

履修対象 3年次以上

講義形態 講義

概要

・歴史的・民族的・文化的に多様な要素で構成されるラテンアメリカ世界の形成プロセスについて、スペインに
よる植民地化が始まる16世紀から現代までを中心に、歴史人類学および地域研究の視点にもとづいて考察
を進める。

・講義全体は4つのセクションから構成される。それぞれのセクションの概要は以下の通りである。

《セクション1：ラテンアメリカ地域の概要》
現代を中心にラテンアメリカ地域全体の構成や特徴について、地域研究の視点から包括的に把
握する。

《セクション2：二つの世界の出会い》
現在のラテンアメリカ世界の礎が築かれるスペイン征服初期（16世紀）から植民地期（19世紀初
頭）を中心に、ヨーロッパとアメリカという二つの異なる世界の出会いがもたらす衝突・折衝・
融合のプロセスとその歴史的な意味合いについて、異文化間対話の可能性という視点から考察す
る。

セクション3: 国民国家と先住民
ラテンアメリカ諸国がスペイン植民地からの独立を果たす19世紀以降に焦点を当て、国民国家の
成立プロセスと先住民との関係を軸に、多民族・多文化社会の形成という視点からラテンアメリ カ近代の特
徴について考える。

セクション4: 二つのアメリカ―20世紀以降のラテンアメリカ社会
20世紀以降に台頭する「北の巨人」こと、アメリカ合衆国の影響を中心に、現代ラテンアメリ カ諸国の国際社
会における位置づけについて、いくつかの国の事例を取り上げながら具体的に考 察する。

科目の到達目標 人類学および地域研究の視点から、ラテンアメリカ世界の成り立ちについて包括的な理解を得ることをねらい
とする。

受講要件 ラテンアメリカの歴史や文化に関心のある学生を対象とする。また、スペイン語の資料を多く用いるので、そ
の基礎的素養を備えていることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各セクションの内容にそくして予習課題を与えるので、下記参考図書等の資料を用いて各自で事前学習を行
い、指定字数にまとめて提出すること。

講義内容

序論: ラテンアメリカと地域研究

セクション 1: ラテンアメリカの概要
1-1 「ラテンアメリカ」という対象設定
1-2 インディアスからラテンアメリカへ
1-3 統合と拡散のダイナミズム

セクション 2: スペイン植民地期―二つの世界の出会いと異文化対話の可能性
2-1 新大陸の｢発見｣とグローバル化
2-2 「インディオの人間性」と文化相対主義
2-3 ヨーロッパとアメリカ―異文化対話の可能性

セクション 3: 近・現代国家の形成と多民族社会
3-1 メスティソ論と国民的アイデンティティーの相克
3-2 人種化される「インディオ」と近代ヨーロッパのまなざし
3-3 現代における多民族国家論と先住民運動のダイナミズム

セクション 4: 二つのアメリカ―20世紀以降のラテンアメリカ
3-1 映画『敵こそ我が友』を観る 
3-2 アンデス地域と欧米世界をめぐる戦後史
3-3 ボリビアのコカ・ナショナリズムと対米関係
3-4 21世紀ラテンアメリカの向かう道

まとめ 

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

〈成績評価〉
・平常点（セクションごとの課題・コメント・小テストなど）60％、期末課題（レポートなど）40％ の割合でポイント
化し、総合評価に基づいて成績を算定する。
・単位取得の最低ラインは全体ポイントの60％以上。



教科書等

参考図書: 
国本伊代・中川文雄編 2005 『ラテンアメリカ研究への招待 改訂新版』 新評論。
増田義郎 1998 『物語ラテン・アメリカの歴史 未来の大陸』 中公新書。
網野徹也 2018 『興亡の世界史12 インカとスペイン 帝国の交錯』 講談社学術文庫。
清水透 2017 『ラテンアメリカ500年 歴史のトルソー』 岩波書店。

担当者プロフィール
・専門は歴史人類学（ラテンアメリカ地域）、文書研究。

現在の研究テーマ：『近代ヒスパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ラテンアメリカ研究Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 吉江 貴文

履修時期 後期

履修対象 3年次以上

講義形態 演習

概要

・前期科目『ラテンアメリカ研究Ⅰ』で学んだラテンアメリカ世界の史的形成プロセスの内容をベースに、近現
代におけるラテンアメリカ社会の特徴や課題について具体的な事例を取り上げながら、さらに理解を深める。

・授業の中では下記に参考図書としてあげている文献資料等を取り上げ、受講生による分担発表・コメント・
質疑・議論を行う

・この授業は演習形式をとる。

科目の到達目標 現代ラテンアメリカ社会の特徴や課題についてより深く理解できるよう、それぞれの国の文化的背景や歴史
的経緯などを踏まえながら、具体的な資料に基づいて検討を行う。

受講要件 ラテンアメリカの歴史や文化についての基礎的知識を有していることを前提に授業を進めるので、『ラテンアメ
リカ研究Ⅰ』を受講していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

各回で扱う資料等を事前に読み込んでレジュメにまとめ､授業での報告・コメントを行う他、学期末に全体の内
容をまとめた小論文を提出する。また授業のなかでは、学生同士が積極的に討論しあう姿勢が望まれる。そ
のための事前準備として、各回で取り上げる資料等の内容およびその関連項目について、各自でよく調べて
授業に参加することが求められる。

講義内容

『現代ラテンアメリカ社会のについて考える』

・本講義は、下記の「参考図書」欄に挙げた文献を中心に、講読演習形式で授業を進める。
・各受講生には、半期のあいだに複数回の発表が回ってくる。発表にあたり、各受講生は担当箇所の資料に
ついての講読、内容のまとめ、および発表資料の準備を行う。各回の授業は、発表内容についてのコメントお
よび質疑応答等を中心に進める。そのため、各受講生は課題資料の講読、コメントの準備等の予習を十分に
行って授業に臨むことが必要となる。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
〈成績評価〉
・平常点（分担発表、コメント、議論への参加等、60％）、期末課題（40％）を総合ポイント化して評価する。
・単位取得の最低ラインは総合ポイントの60％以上。

教科書等

参考図書: 
網野徹也 2018年 『興亡の世界史12 インカとスペイン 帝国の交錯』 講談社学術文庫。
清水透 2017 『ラテンアメリカ500年 歴史のトルソー』 岩波書店。
国本伊代・中川文雄編 2005 『ラテンアメリカ研究への招待 改訂新版』 新評論。
増田義郎 1998年 『物語ラテン・アメリカの歴史 未来の大陸』 中公新書。

担当者プロフィール
・専門は人類学（ラテンアメリカ地域）、文書研究。

現在の研究テーマ：『近代ヒスパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 アフリカ研究Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 田川 玄

履修時期 後期

履修対象 １年以上

講義形態 講義

概要

アフリカは、人類にとって最も古く最も新しい土地です。最も古いとは、アフリカ大陸は類人猿から現生人類に
至る進化のゆりかごとなり、そこから人類は世界に広がっていったということです。人類史的に見れば、私た
ちの起源はアフリカ大陸にあります。
一方、これまで私たちの社会には、社会進化論的な考えにしたがい、アフリカとは「近代文明」が発達してい
ない「昔のまま」の「遅れた」場所であり、アフリカの人びとが救われるためには早急な「近代化」が必要である
という、ある意味で「救い難い」見方があります。しかし、現実はその逆なのです。確かにアフリカは、世界シス
テムの「周縁」に位置づけられ、その影響を過敏に受けていますが、それはアフリカが世界の最末端ではなく
最先端であることを意味します。アフリカこそがわたしたちの「未来」なのであり、その現状を理解しない限り、
人類全体に未来はありません。つまり、アフリカは人類にとって最も新しい土地なのです。
しかし、アフリカを一枚岩に捉えてはいけません。そこには実に多様な生活世界が築かれているからです。も
しかして、そこにこそ未来へのヒントがあるのかもれません。

科目の到達目標 アフリカの多様な姿を理解する。

受講要件 この講義でアフリカ地域の概要もお話ししますので、アフリカ研究Ⅱの受講希望者には先にこちらを受けるこ
とをお勧めします。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 アフリカと日本は同時代にあることを意識して、新聞、テレビに限らず、授業外や学外でもアフリカに関する情
報に積極的に接するように心がけて下さい。参考書と配布資料を事後に読むことは大切です。

講義内容

主な内容は次のものを予定しています。

１．イントロダクション アフリカへの招待
２．映像でアフリカを知る
３．わたしたちのアフリカへの眼差し
４．自然環境
５．言語と社会 
６．狩猟採集 
７．農耕と牧畜 
８．都市を生きる
９．アフリカの歴史
１０．大西洋の奴隷貿易
１１．奴隷貿易の影響
１２．植民地化のプロセス
１３．現代のアフリカの諸問題
１４．特別講師の授業 アフリカ現代音楽家を招いて
１５．まとめと課題
変更する場合もあります。
詳細については初回の授業でお話します。
（年度によっては課外授業を行う場合もあります。）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
中間課題30％
期末試験あるいはレポート50％
平常点（授業での参加姿勢、発言内容、受講票の記述内容）20％

教科書等

教科書は指定しません。
主な参考書
田川玄、慶田勝彦、花渕馨也編2016『アフリカの老人』九州大学出版会。
松田素二編 2014『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社。
宮本正興・松田素二編 2018『改訂新版 新書アフリカ史』講談社現代新書。
このほかの参考書は授業中、適宜示します。

担当者プロフィール

専門は文化人類学です。北東アフリカのエチオピア南部で20年以上、フィールドワークをしています。一昨年
の９月にエチオピアのテレビの正月番組の収録で舞台に上げられて、どこぞの物知り長老とわたしの二人が
インタビューを受けました。司会のアナウンサーから高地オロモ語で質問されたのですが、現地の方言で「あ
んたのいっていることわかんねえ」と言ったら会場は大受けでした。アナウンサーは相当あせっていた・・・。お
正月にこの場面が放映されたのかは分かりません。ちなみにエチオピアの暦ではお正月は９月です。

授業に関連する実務経
験

該当しない。

備考





科目名 美術史（日本）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 城市 真理子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態《講義》 新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授
業はオンデマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲
覧し、課題を行う。「日本美術史」（中世～近世初期）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、各回の
テーマごとに主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも多岐に
わたるが、通史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。

科目の到達目標 日本美術史を概観する基礎的な知識を学習することで、基本的な文献を理解し、作品を鑑賞する力を養う。

受講要件 展覧会鑑賞の小レポート作成のため、入館料（500～1000円程度）等が必要な場合がある（感染症の状況で
変更あり）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

例年は、日本美術の展覧会の鑑賞・日本美術関係の読書を日頃から積極的におこない、美術作品を見る目
や知識を養うことを勧めているが、今年は感染症対策で休館する美術館が多い。様々な美術館のホーム
ページの所蔵品紹介やデータベースを閲覧することを勧める。また、中止となった展覧会の紹介動画など各
館の学芸員の活動にも注目してほしい。
例年、作品分析ワークシートを配布しているが、感染症の状況により変更する。
各自が担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。

講義内容

１ 授業の概要・美術史入門
２ 南北朝・室町時代の美術―和漢の関係について
３ 室町時代の工芸と唐物趣味
４ 室町時代の美術―禅の美術
５ 室町時代の美術―如拙と周文
６ 室町時代の美術―詩画軸
７ 室町時代の美術―雪舟
８ 室町時代の美術―狩野派
９ 室町時代の美術―やまと絵
１０ 桃山時代の絵画―狩野永徳
１１ 桃山時代の絵画―長谷川等伯
１２ 桃山時代の諸派
１３ 桃山時代の南蛮美術
１４ 桃山時代の工芸
１５ まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等の平常点で評価する。
（１）webclassの課題で美術史の基礎概念・用語が理解できている。70％
（２）課題ワークシートの完成度。30％

教科書等 『カラー版日本美術史年表』（辻惟雄監修、美術出版社、2002年）を、学生用のテキストとする。
『日本美術館』（小学館、1997年）を主要参考書として授業を進行する。

担当者プロフィール 日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考 一部、特別講師による講義が入ることがある。



科目名 美術史（日本）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 城市 真理子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態《講義》 新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。オンライン授
業はオンデマンドで、webclassに各回ごとに授業内容を掲載する。URL等で美術資料のデータベース等を閲
覧し、課題を行う。「日本美術史」（古代・中世・近世）を対象とし、絵画・工芸の通史について、毎回、各回の
テーマごとに主な作品の資料を読み、関連作品も含め画像を閲覧して、課題を行う。時代もジャンルも多岐に
わたるが、通史のなかでの各作品の位置づけや関係が把握できることをめざす。
また、日本美術の用語・概念、主題と表現技法、時代による様式の変化などの基本的な知識を学習する。
新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。

科目の到達目標 美術史（日本）Ⅰと同じ。

受講要件 展覧会鑑賞の小レポート作成のため、入館料（500～1000円程度）等が必要な場合がある（感染症の状況で
変更あり）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

例年は、日本美術の展覧会の鑑賞・日本美術関係の読書を日頃から積極的におこない、美術作品を見る目
や知識を養うことを勧めているが、今年は感染症対策で休館する美術館が多い。様々な美術館のホーム
ページの所蔵品紹介やデータベースを閲覧することを勧める。また、中止となった展覧会の紹介動画など各
館の学芸員の活動にも注目してほしい。
例年、作品分析ワークシートを配布しているが、感染症の状況により変更する。
各自が担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。

講義内容

１ 授業の概要 仏教美術の基礎
２ 仏像・仏画・工芸―飛鳥時代・白鳳時代
３ 仏像・仏画・工芸―奈良時代
４ 仏像・仏画・工芸―平安時代前期
５ 仏像・仏画・工芸―平安時代後期
６ 平安時代やまと絵の発生と展開 
７ 仏像・仏画・工芸―鎌倉時代
８ 鎌倉時代のやまと絵
９ 室町時代への過渡期の美術
１０ 江戸時代前期の絵画―京狩野・江戸狩野・土佐派
１１ 江戸時代中期の絵画―応挙と四条派
１２ 江戸時代中期の絵画―若冲・蕭白
１３ 江戸時代後期の絵画―浮世絵・琳派
１４ 江戸時代後期の絵画―狩野派・文人画
１５ まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

感染症の収束が危ぶまれる場合
授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等の平常点で評価する。
（１）webclassの課題で美術史の基礎概念・用語が理解できている。70％
（２）課題ワークシートの完成度。30％

感染症の収束が確実な場合
①期末レポート 60%
授業で学んだ作品の基礎情報が理解できている。
②授業期間中に課す小レポート・課題・小テスト等 40%
（１）美術史の基礎概念・用語が理解できている。
（２）課題ワークシートの完成度。

教科書等 『カラー版日本美術史年表』（辻惟雄監修、美術出版社、2002年）を、学生用のテキストとする。
『日本美術館』（小学館、1997年）を主要参考書として授業を進行する。

担当者プロフィール 日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考 一部、特別講師による講義が入ることがある。



科目名 美学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 関村 誠

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
授業形態：講義。西洋美学は、18世紀に学問としての地位が確立されたが、美学的思索そのものは、理想的
美が論じられ、芸術文化の栄えた古代ギリシアに源流をもっている。この講義では、古代ギリシアを起点とす
る美学思想の概説を通じて、美や芸術の基本的な諸問題を検討していく。

科目の到達目標 美学の歴史の中で扱われた重要な問題を理解し、美や芸術についての思考方法を身につける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 美や芸術に接する自らの感性を反省し深める。

講義内容

１、美学とは何か
２、古代ギリシアの美、見えない形 
３、創造の能動性
４、芸術と狂気
５、模倣芸術論 
６、現れの諸様態
７、現れと幻影
８、夢と現
９、光と精神
10、ロマネスクとゴシックの美学 
11、影の美学 
12、内在性と写実性
13、抽象と情念 
14、アニミズムの感性
15、まとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（受講票の記入内容など）30％、期末レポート70％

教科書等

講義のなかでプリント配布、また下記以外の参考書を適宜指示する。 
参考書：今道友信編『講座美学』全５巻、東京大学出版会、1984-5 
佐々木健一『美学辞典』、東京大学出版会、1995 
佐々木健一『美学への招待』、中公新書、2004

担当者プロフィール
東京芸術大学で博士（美術）、ブリュッセル自由大学で哲学博士を取得。古代ギリシアを中心とする哲学・美
学を専門としている。主な著書は『像とミーメーシス プラトンからの美学』勁草書房、Platon et la question des
images, Ousia, Bruxelles.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 美学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 関村 誠

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
授業形態：講義。西洋美学は、18世紀に学問としての地位が確立されたが、美学的思索そのものは、理想的
美が論じられ、芸術文化の栄えた古代ギリシアに源流をもっている。この講義では、とりわけ空間意識の多様
性を検討しつつ、芸術の諸問題を考察する。

科目の到達目標 芸術活動の意義を、空間や場所との関わり方の多様性を考察することで理解し、芸術についての思考方法を
身につける。

受講要件 美学Ⅰを受講していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 美や芸術に接する自らの感性を反省し深める。

講義内容

１、芸術における空間把握の多様性 
２、遠近法と世界観
３、だまし絵の伝統と遠近法
４、環境世界と芸術空間 
５、芸術における寓意表現 
６、光の表現と「現実」の問題
７、芸術における象徴
８、近代芸術の空間意識 
９、まなざしの動態
10、絵画と身体
11、芸術と風土
12、日本人と〈間〉の感性
13、「見ること」と「感じること」
14、〈もの〉と〈こと〉
15、まとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（受講票の記入内容など）30％、期末レポート70％

教科書等

講義のなかでプリント配布、また下記以外の参考書を適宜指示する。 
参考書：今道友信『美について』、講談社現代新書、1973 
今道友信編『講座美学』全５巻、東京大学出版会、1984-5 
佐々木健一『美学辞典』、東京大学出版会、1995 
佐々木健一『美学への招待』、中公新書、2004

担当者プロフィール
東京芸術大学で博士（美術）、ブリュッセル自由大学で哲学博士を取得。古代ギリシアを中心とする哲学・美
学を専門としている。主な著書は『像とミーメーシス プラトンからの美学』勁草書房、Platon et la question des
images, Ousia, Bruxelles.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 フランス文化論

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 大場 静枝

履修時期 後期

履修対象 ２年次以上

講義形態 講義

概要

フランスのブルターニュ地方をフィールドに、フランスの地域文化を学びます。フランス革命以後、「一つにし
て、不可分のフランス」を掲げ一言語主義を押し進めてきたフランス政府の方針のもとで消滅の危機にさらさ
れている地域語について、主に歴史的な観点から考察します。具体的には、授業の最初にフランスの地域語
について学び、その後ブルターニュ地方の歴史を概観します。授業の後半では、フランスの言語政策ととも
に、ブルターニュ地方に今も常用語として残るケルト系言語ブレイス語の事例を学びます。ブレイス語の受難
の歴史と復興運動を通じて、フランスの地方と地域語の現在・過去・未来について考えていきます。

科目の到達目標
ブルターニュ地方の歴史やブレイス語の言語史、16世紀から現在までのフランスの言語政策を通して、多言
語共存・多文化共生について理解を深めるとともに、少数言語文化の擁護運動について基礎的な知識を修
得します。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 適宜、事前・事後学習のためのプリントの配布や課題を出します。

講義内容

第1回 ガイダンス 本講義の目的と概要についての説明、ブルターニュとは？
第2回 フランスの地域語（１）：フランスの言語政策と地域語
第3回 フランスの地域語（２）： ブレイス語の系統と特徴、簡単なブレイス語
第4回 大陸のケルトの歴史（１）：ケルトの発祥と拡散、映像視聴
第5回 大陸のケルトの歴史（２）：古代ケルト文明
第6回 大陸のケルトの歴史（３）：ケルト民族の興亡、ローマの属州時代
第7回 多様なるケルト世界の魅力：ケルトと日本、ケルトの表象など
第8回 ブルターニュの歴史（１）：ブルターニュ公国の成立
ブルターニュ継承戦争
第9回 ブルターニュの歴史（２）ブルターニュ公国のフランス王国への併合
第10回 ブルターニュの歴史（３）：絶対王政下のブルターニュ地方と抵抗の歴史、近現代のブルターニュと分
離独立運動
第11回 ブレイス語の歴史（１）：一言語主義とブレイス語の受難
第12回 ブレイス語の歴史（２）：共同体内部の言語放棄と二言語兼用
第13回 ブレイス語の歴史（３）：言語交替と消滅の危機
第14回 言語擁護運動（１）：ブレイス語の擁護運動とバイリンガル教育の推進
第15回 言語擁護運動（２）：ブレイス語の復興の現状
※授業の順序は変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 期末レポート：60％（内容の理解、論述の適切さなどを総合的に判断します）
平常点：40％（授業への積極的な参加度と2回のミニ・レポートの提出により判断します）

教科書等 教科書は特に使用しません。プリントを配布します。
参考文献については、授業内で適宜紹介します。

担当者プロフィール
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。著書：『近代フラン
ス小説の誕生』『祈りと再生のコスモロジー―比較基層文化論序説』『ヴォルテールを学ぶ人のために』（いず
れも共著）など。

授業に関連する実務経
験

1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 受講生の積極的な参加、継続的な出席を期待します。



科目名 美術史（西洋）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 古谷 可由

履修時期 通年

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
西洋美術の巨匠たちの「作品」と同時代の「美術理論」をとりあげ、「鑑賞と創作」との関連のなかで、西洋美
術の歴史を概観する。
Iでは、古代からバロックまでの流れを概観する。

科目の到達目標 近現代につらなる西洋美術の歴史を理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各回スライドリスト（授業で使った作品のリスト）を配布する。事後に図録およびネット等で再度確認のこと。

講義内容

第１回 導入
第２回 「芸術」の概念と近代美術
第３回 美術批評と美術史
第４回 古代Ⅰ
第５回 古代Ⅱ
第６回 中世Ⅰ
第７回 中世Ⅱ
第８回 ルネサンスⅠ（前ルネサンス）
第９回 ルネサンスⅡ（初期ルネサンス）
第10回 ルネサンスⅢ（盛期ルネサンス）
第11回 ルネサンスⅣ（北方ルネサンス）
第12回 ルネサンスⅤ（ヴェネツィア派）
第13回 マニエリスム
第14回 バロックⅠ
第15回 バロックⅡ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 試験による得点に、授業態度等の平常点を加味して評価。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 公益財団法人ひろしま美術館学芸部長（学芸員）

授業に関連する実務経
験

1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考



科目名 美術史（西洋）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 古谷 可由

履修時期 通年

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
西洋美術の巨匠たちの「作品」と同時代の「美術理論」をとりあげ、「鑑賞と創作」との関連のなかで、西洋美
術の歴史を概観する。
Ⅱでは、17世紀から20世紀の流れを概観する。

科目の到達目標 近現代につらなる西洋美術の歴史を理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各回スライドリスト（授業で使った作品のリスト）を配布する。事後に図録およびネット等で再度確認のこと。

講義内容

第１回 導入
第２回 近代とは
第３回 フランス・バロック
第４回 ロココ
第５回 新古典主義
第６回 ロマン主義
第７回 風景画の成立
第８回 レアリスム
第９回 前印象派
第10回 印象派Ⅰ
第11回 印象派Ⅱ
第12回 ポスト印象主義Ⅰ
第13回 ポスト印象主義Ⅱ
第14回 20世紀美術の特質
第15回 総括・まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 試験、受講状況で評価。
試験は、「芸術」について、とくに自らの考えが述べられるかどうかに重点を置いて採点する（記述式）。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 公益財団法人ひろしま美術館学芸部長（学芸員）

授業に関連する実務経
験

1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考



科目名 美術史（現代）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 石松 紀子

履修時期 前期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要
第二次世界大戦後の1945年から1980年代までに展開した、アメリカ、ヨーロッパ、日本における美術動向を
理解する。時代背景や社会状況を考慮しながら、それぞれの時代を映し出す多様な芸術表現の意味を検討
し、現代美術史を概観する。

科目の到達目標 1945年から1980年代までの美術動向について理解し、そのアウトラインを戦後史のなかに位置づけることが
できる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自主的に現代美術の展覧会等を見に行き、実際に作品や美術作家に接する機会をつくる。

講義内容

1. イントロダクション
2. リアリズム
3. 抽象表現主義
4. アンフォルメル
5. 反芸術１（ネオダダ他）
6. 反芸術２（読売アンデパンダン展他）
7. ポップ・アート
8. ミニマル・アート 
9. ランド・アート
10. コンセプチャル・アート
11. もの派
12. ヴィデオ・アート
13. パフォーマンス・アート

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 中間レポート50%、期末レポート50%

教科書等 必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

実務経験：福岡アジア美術館に勤務

備考 本授業はオンライン授業で行います。授業で使用した画像・動画や資料等については、著作権上、授業外で
無断で使用・複製しないようにしてください。



科目名 美術史（現代）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 石松 紀子

履修時期 後期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要
1980年代から2000年代までに展開した、アメリカ、ヨーロッパ、日本、アジアにおける美術動向を理解する。時
代背景や社会状況を考慮しながら、それぞれの時代を映し出す多様な芸術表現の意味を検討し現代美術史
を概観する。

科目の到達目標 1980年代から2000年代までの美術動向について理解し、そのアウトラインを戦後史のなかに位置づけること
ができる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自主的に現代美術の展覧会を見に行き、実際に作品や美術作家に接する機会をつくる。

講義内容

1. イントロダクション
2. ジェンダー
3. ネオ・エクスプレッショニズム
4. ニュー・スカルプチャー
5. シミュレーショニズム
6. YBA
7. ネオ・コンセプチャル・アート
8. 写真／メディア・アート
9. スーパーフラット
10. リレーショナル・アート
11. 多文化主義
12. アジアの現代美術１(アジア美術展)
13. アジアの現代美術２（東アジア）
14. アジアの現代美術３（東南アジア）
15. 国際展/美術市場

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（受講票の記入内容など）30%、期末レポート70%

教科書等 必要に応じて資料を配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

実務経験：福岡アジア美術館に勤務

備考



科目名 アフリカ研究Ⅱ－ⅰ

単位数 1.0

担当者 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期（第1ターム）

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

この授業では音楽を入り口として、アフリカの多様性と地域性を講義する。毎回の授業の最後に次回の授業
で取り上げる音楽（家）とそれに関する質問を提示する。授業の中では受講生の回答も参照しながら、各回に
取り上げる音楽（家）がどのような歴史的・地域的な背景の下に誕生・発展してきたのかを説明し、最後にアフ
リカの多様性と地域性という観点からまとめる。受講生には授業内容を踏まえたレポートを最後に提出しても
らう。

科目の到達目標 アフリカ各地の音楽がどのような歴史的・地域的な背景の下に誕生・発展してきたのかを理解し、アフリカの
多様性と地域性を考える際に重要となってくるポイントを説明できるようになる。

受講要件 「アフリカ研究I」を受講していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 前回の授業の最後に紹介された動画を視聴し、提示された質問に対する回答を期日までにまとめて提出す
る。

講義内容

第1回 イントロダクション：「アフリカらしい」音楽とは？
第2回 マンデ・ポップス：サハラ交易から生まれたワールド・ミュージック
第3回 スワヒリ・ミュージック：こぶしの効いた（元）宮廷音楽
第4回 チムレンガ・ミュージック：親指ピアノとポリリズムに乗った「闘争」
第5回 アフロ・ビート：「黒い大統領（Black President）」によるミニマム・ミュージック
第6回 カリオキ・ショー：カラオケではなく口パク？
第7回 モイペイ・カルテット：最先端のマサイ・ミュージック
第8回 振り返り：音楽から考えるアフリカの多様性と地域性

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 質問への回答：35%
最終レポート：65%

教科書等
参考図書：鈴木裕之・川瀬慈編『アフリカン・ポップス！――文化人類学からみる魅惑の音楽世界』（明石書
店、2015年）、萩原和也『ポップ・アフリカ800―アフリカン・ミュージック・ディスク・ガイド』（アルテス・パブリッシ
ング、2014年）

担当者プロフィール
専門はアフリカ地域研究、環境社会学、開発社会学。ケニア南部のマサイ社会において2005年からフィール
ドワークを実施。他にタンザニア北部のイコマ社会、熊本県の水俣、島根県隠岐郡の海士町にも定期的に
通っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 アフリカ研究Ⅱ－ⅱ

単位数 1.0

担当者 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期（第2ターム）

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要 アフリカを象徴する民族として種々のメディアに登場するマサイについて、教員のフィールドワークの経験・結
果も交えながら講義する。

科目の到達目標 マサイの文化・社会・変化について生態・地理も踏まえて総合的に説明できるようになる。

受講要件 「アフリカ研究I」「アフリカ研究II-i」を受講済みであることが望ましい

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各回の授業の最後に資料を配布するので、期日までにその内容に関する質問への回答を提出する。

講義内容

第1回 イントロダクション：マサイのイメージ
第2回 マサイの社会：年齢体系に基づく社会分業
第3回 マサイの生業：半遊動的かつ専業的な牧畜
第4回 マサイの歴史：植民地支配とアイデンティティの固定化
第5回 マサイと開発：保全・観光と切り離しがたい開発の歴史
第6回 マサイの現在：統計とフィールドワークから分かること
第7回 マサイの未来：事例としてのマサイ・オリンピック
第8回 まとめ：マサイの変化を文化・社会と生態・地理から考える

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の質問への回答：70%
最終レポート：30%

教科書等 特になし

担当者プロフィール
専門はアフリカ地域研究、環境社会学、開発社会学。ケニア南部のマサイ社会において2005年からフィール
ドワークを実施。他にタンザニア北部のイコマ社会、熊本県の水俣、島根県隠岐郡の海士町にも定期的に
通っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 応用言語論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 岩井 千秋

履修時期 前期

履修対象 ２年次以上

講義形態 講義

概要

応用言語学は、第二言語（外国語、L2）の「習得」、「学習」、「使用」に関わる学際的なテーマを扱います。前
期の応用言語論Ⅰでは、これらのうち主にL2の「習得」と「学習」を中心に、応用言語学の１）研究背景、２）理
論基盤、３）研究理論の応用と実践の３つに焦点をあて、具体的事例を示しながら、また受講生によるグルー
プ課題にも取り組んでもらいながら、講義を進めます。受講生参加型の授業を目指して、毎回の授業で出席
クイズを実施するほか、アンケート調査なども適時行います。（授業形態「講義」）

科目の到達目標
１．応用言語学とはどのような学問であるかについて知識を深める。
２．L2の学習・使用に対する関心を高め、自らL2学習者として学習した内容を実践する。
３．言語を切り口に、国際学部生として世界や地域に関わる問題を考える。

受講要件

・コロナに収束の目途がたつまで遠隔（主として、Teamsを使用）で授業を行います。
・受講登録したら、まず最初に WebClassを必ず確認してください。
・基本的にはスマホがあれば、授業に参加できるように、また出来る限り通信容量を下げるようにします。もち
ろん、PCやタブレット端末があれば、それに越したことはありません。
・はじめの何回かは試行錯誤が続くと思いますが、お互いにサポートしあいながら、進めていければと思って
います。
・どうしてもTeams に繋がらない場合は、iwai*hiroshima-cu.ac.jp にメールでご連絡ください。（* は半角の @
に変えてください。）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
１．授業では相当量の参考資料を配布します。事前に読んで授業に臨むこと。
２．教科書の指定する箇所を事前に読んで内容をまとめた上で授業に臨むこと。
３．授業で約15程度の「自由課題」を出すので、このうち4つ以上に取り組み、課題を提出すること。

講義内容

遠隔授業を行う間は、つぎのように授業を進めます。
１．Teamsの画面を開いて、岩井の「応用言語論Ｉ」を開く。
２．出席クイズに答える（Teamsの画面に記載）
３．Teams 画面上に指定されたパワポのスライド映像を見る。
４．出された課題を行う。
５．質問があれば、Teamsで尋ねる。

授業形態：講義
次の内容を中心に授業を行う。
１ （イントロ） 応用言語学とは－「目標としての言語」と「対象としての言語」

テーマ１ 応用言語学の理論背景と研究事例
２ 言語は観察だ
３ 言語相対論とは？
４ Chomsky の言語観と応用言語学

テーマ２ 応用言語学の理論基盤
５ L1（母語）とL2（第二言語）習得の異同
６ L2習得で生じる様々な現象

テーマ３ L2を「学ぶ」
７ L2習得における個人差
８ L2学習と使用における「方略（Strategies）」
９ L2学習方略の理論と実践
10 L2コミュニケーション方略の理論と実践

テーマ４ L2を「使う」
11 L2使用に求められる伝達能力
12 社会言語学的能力と語用論的能力 
13 L2 習得に成功した人たち
14 前期応用言語論のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業での課題（40％）、授業参加度合い（20％）、小テスト（40％）。

教科書等 白井 恭弘（2010)『外国語学習に成功する人、しない人』 岩波書店
その他、授業で各種ハンドアウト配布。また、本講義用ウェブサイトで、適宜、推薦図書や参考文献を紹介。

担当者プロフィール
第二言語の学習・習得、使用についての研究。研究モットー：「言語は『観察だ』」。主要著書：『第二言語使用
におけるコミュニケーション方略』（2000、渓水社、単著）、『成長する英語学習者－学習者要因と自律学習』
（2010、大修館書店、共著）。さらに詳しくは： http://chuck-hcu.jp/



授業に関連する実務経
験

備考
コロナに目途がたつまで、授業は教室では行いません。授業内容はTeams で指示します。受講登録した
ら、WebClassに必ず目を通してください。Teamsに入れない場合、またはどうして分からないことがあれ
ば、iwai*hiroshima-cu.ac.jpにごご連絡ください（* は @ にかえてください。）



科目名 応用言語論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 岩井 千秋

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

後期の応用言語論Ⅱでは、学習言語（第二言語）を実際に使うという観点から、個人や社会が直面する問題
を取り上げます。具体的には後の講義内容に記載する４つの主テーマについて講義を行いますが、講義テー
マにより関心を高めてもらう目的から、グループ課題などによるアクティブラーニングの要素を取り入れながら
講義を進めます。また受講生参加型の授業を目指して、毎回の授業で出席クイズを実施するほか、アンケー
ト調査なども適時行います。（授業形態「講義」）

科目の到達目標
１．応用言語学とはどのような学問であるかについて知識を深める。
２．L2の学習・使用に対する関心を高め、自らL2学習者として学習した内容を実践する。
３．言語を切り口に、国際学部生として世界や地域に関わる問題を考える。

受講要件 特にないが、外国語の学習や使用に関心のある方を歓迎。遅刻は厳禁、心して授業に臨むこと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
１．授業では相当量の参考資料を配布します。事前に読んで授業に臨むこと。
２．教科書の指定する箇所を事前に読んで内容をまとめた上で授業に臨むこと。
３．授業で焼く15程度の「自由課題」を出すので、このうち4つ以上に取り組み、課題を提出すること。

講義内容

授業形態：講義
次の内容を中心に授業を行う。（一部変更もあり。）
０ イントロ－応用言語論IIの概要（初回授業の冒頭）
テーマ１ 「言語使用と応用言語学」
１ ことばはまるで「カメレオン」―言語と変種
２ 語用論（Pragmatics）とは
３ 会話の含意、協調の原理、ポライトネス理論１
４ 会話の含意、協調の原理、ポライトネス理論２
５ 語用論の応用－人はなぜことばで理解し合えないことがあるのか

テーマ２ バイリンガル研究の基礎 
６ バイリンガルとは？
７ バイリンガルを巡る様々な問題
８ コードミクシング、コードスイッチング

テーマ３ 「ハイパー言語『英語』を取り巻く言語事情と応用言語学」
９ 英語に対する４つの考え方
10 英語を巡るさまざまな論争１
11 英語を巡るさまざまな論争２

テーマ４ 「世界の外国語教育政策」（順序は変更の可能性あり）
12 カナダのイマージョンプログラムとコアフレンチ
13 米国の English Only vs. English Plus
14 ヨーロッパのＣＥＦＲとアジアの状況
15 後期応用言語論のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業での課題（40％）、授業参加度合い（20％）、小テスト（40％）。 4回以上の欠席は、無条件で不可。

教科書等 岡本真一郎（2013）『言語の社会心理学―伝えたいことは伝わるか』
授業で各種ハンドアウト配布。また、本講義用ウェブサイトで、適宜、推薦図書や参考文献を紹介。

担当者プロフィール
第二言語の学習・習得、使用についての研究。研究モットー：「言語は『観察だ』」。主要著書：『第二言語使用
におけるコミュニケーション方略』（2000、渓水社、単著）、『成長する英語学習者－学習者要因と自律学習』
（2010、大修館書店、共著）。さらに詳しくは： http://chuck-hcu.jp/

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本語学・日本語教育学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 小口悠紀子

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

日本語・日本語教育学Ⅰでは、第二言語習得に関する基礎知識や先行研究について理解し、授業実践に向
けて、教授法や学習者とのやり取りの仕方について学びます。また授業後半には外国語の模擬授業をクラス
内で行うことで学んだ知識を実践に活かします。
全15回の授業を通して、日本語学・日本語教育学的な視点を身に付け、第二言語としての日本語を教えるた
めの基本的な知識を修得し、学習者に配慮した外国語の模擬授業ができる人材の育成を目指します。

本講義に関する留意点 
・授業内では、主体的な学習や協働での学習を促すため、グループワークを積極的に採り入れる。参加する
こと。
・期末試験の代わりに期末課題を実施する。受講人数によって、紙媒体での提出か口頭発表かを判断し、授
業内に指示する。

科目の到達目標 日本語を母語としない人や日本語学習が必要な人を対象に、第二言語としての日本語を教えるための基本
的な知識を修得する。上記知識を活かし、学習者に配慮した外国語の模擬授業ができるようになる。

受講要件

特になし。他専攻、留学生の参加・聴講も歓迎する。
将来、日本語教育や英語教育、国語教育など“ことば”の教育に携わりたいという方、効率的な外国語学習や
教育に興味があるという方、外国人、留学生やその家族の日本での生活に“ことば”を通して携わりたいとい
う方を歓迎します。また、「日本語教育能力検定試験」の出題範囲を含む内容にしていますので、受験を検討
されている方は受講を薦めます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・事前・事後学習の教材として、また授業内容の理解や議論を深めるために、簡単な課題を出すことがある。
・各テーマの理解を深めるため、「小課題」を出す。課題については、授業中に内容を指示することとし、予告
はしない。締め切りまでに提出すること。

講義内容

１ ガイダンス、日本語教育とは
２ 日本に一生来ることがない学習者たち ―日本語学習者とは
３ “日本人なら誰でも教えられる”という誤解 ―日本語教師とは 
４ 日本語ペラペラってどんな人？ ―日本語能力の測定と試験
５ 目の前の学習者は何を学びたいのか ―コースをデザインしよう
６ 聞き流すだけでペラペラになれる？ ―さまざまな教授法
７ リカちゃん人形の逆立ちはいい教材か？ ―学習レベルと教材・教具
８ “星がムカムカ光っている”？ ―学習者の目から日本語を見てみよう
９ 日本語教師は英語がペラペラ？ ―ティーチャートークとやさしい日本語
１０ いい教師とは？ ―教室でのやりとりと学習者へのフィードバック
１１ 何のために何をするのか ―授業の流れを考えてみよう
１２ “教師が楽しんでいていい授業でした…” ―日本語授業の見学
１３ 模擬授業の準備
１４ 模擬授業の実践
１５ 模擬授業の実践と振り返り

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業内のグループワークへの積極的な取り組み（30％）、小課題（30％）、期末課題（40％）により到達目標が
達成できた度合いや姿勢を評価し、合計が60%以上で合格とする。4回以上の欠席は不可。なお、授業内で配
布回収する対話型リアクションペーパーの内容は、成績には一切含めないので自由に記述すること。

教科書等 『超基礎 日本語教育』森篤嗣（編）くろしお出版

担当者プロフィール

高校生の時に日本語教師になりたい！と思い、地域ボランティア教室や大学や広島の日本語学校のほか、
マレーシア、韓国、トルコ、フィリピンなどで日本語を教えてきました。みなさんもぜひ、夢を追って世界に飛び
出してみてください。
専門は、日本語教育、第二言語習得。理論と実践をつなぐ研究をしています。

授業に関連する実務経
験

日本語教師としての実務経験をもつ教員の経験を活かしながら、日本語教育の実践につながる基本的知識
について体験的に学修する授業を行い、グループワークへの能動的参加、ピア・ラーニング、日本語授業の
見学等を通じ、学生自らが外国語の模擬授業を実施することができる知識と能力を身に付けさせる。

備考



科目名 日本語学・日本語教育学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 小口悠紀子

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

日本語学・日本語教育学Ⅰでは、日本語学や日本語習得に関する基礎知識や先行研究について理解し、日
頃何気なく使っている日本語について、日本語非母語話者に分かりやすく説明するための知識を修得するこ
とを目指します。
全15回の授業を通して、日本語学・日本語教育学的な視点を身に付け、第二言語としての日本語を教えるた
めに必要な日本語学、日本語習得に関する基本的な知識を修得し、日本語学習が必要な人の支援に貢献で
きる人材の育成を目指します。

本講義に関する留意点 
・授業内では、主体的な学習や協働での学習を促すため、グループワークを積極的に採り入れる。参加する
こと。
・期末試験の代わりに期末課題を実施する。受講人数によって、紙媒体での提出か口頭発表かを判断し、授
業内に指示する。

科目の到達目標
日本語学、日本語習得に関する基礎知識や先行研究について理解し、日頃何気なく使っている日本語につ
いて、日本語非母語話者に分かりやすく説明するための知識を修得する。また、日本語に関連する身近な疑
問や課題を発見し、調べ、導き出した答えを聞き手に分かりやすく伝えることができる。

受講要件

特になし。他専攻、留学生の参加・聴講も歓迎する。
将来、日本語教育や英語教育、国語教育など“ことば”の教育に携わりたいという方、効率的な外国語学習や
教育に興味があるという方、外国人、留学生やその家族の日本での生活に“ことば”を通して携わりたいとい
う方を歓迎します。また、「日本語教育能力検定試験」の出題範囲を含む内容にしていますので、受験を検討
されている方は受講を薦めます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・事前・事後学習の教材として、また授業内容の理解や議論を深めるために、簡単な課題を出すことがある。
・各テーマの理解を深めるため、「小課題」を出す。課題については、授業中に内容を指示することとし、予告
はしない。締め切りまでに提出すること。

講義内容

１ ガイダンス、世界の中の日本語と学習者の日本語
２ 「じぇったいじぇったいだいじょぶでしゅ」―音声・発音
３ 「はなぢ」か「はなじ」か ―文字・表記
４ イタリアンで昼食？昼ご飯？ランチ？ ―語彙・意味
５ 「きて、きって、きいて」の違いは何なのか？ ―文法１
６ 「あの時先生は日本語を教えましたね」 ―文法２
７ 「は」と「が」は何が違うのか ―談話
８ 「わしゃあ～じゃのう」と言う老人は実在するのか？ ―ことばと社会
９ 「日本と中国の割り箸になりたいです」 ―ことばの習得１
１０ 赤ちゃんはどのように言葉を得るのか ―ことばの習得２
１１ どうすれば習得を促進できるのか ―ことばの習得３
１２ プロジェクトワーク準備
１３ プロジェクトワーク発表
１４ プロジェクトワーク発表
１５ まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業内のグループワークへの積極的な取り組み（30％）、小課題（30％）、期末課題（40％）により到達目標が
達成できた度合いや姿勢を評価し、合計が60%以上で合格とする。4回以上の欠席は不可。なお、授業内で配
布回収する対話型リアクションペーパーの内容は、成績には一切含めないので自由に記述すること。

教科書等 特になし。参考図書は授業中に指定する。

担当者プロフィール

高校生の時に日本語教師になりたい！と思い、地域ボランティア教室や大学や広島の日本語学校のほか、
マレーシア、韓国、トルコ、フィリピンなどで日本語を教えてきました。みなさんもぜひ、夢を追って世界に飛び
出してみてください。
専門は、日本語教育、第二言語習得。理論と実践をつなぐ研究をしています。

授業に関連する実務経
験

日本語教師としての実務経験をもつ教員の経験を活かしながら、日本語学、日本語習得の基本的知識につ
いて学修する授業を行い、グループワークへの能動的参加、ピア・ラーニング、プロジェクトワークを通じ、学
生自らが身近な課題を発見し、調べ、解決することができる能力を身に付けさせる。

備考



科目名 翻訳論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 横山 知幸

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
英日翻訳に関わるごく基本的な諸問題を概観することになる。授業形態は、理論的な内容を中心とする「講
義」に、実際の英日翻訳を行う「演習」的な作業を加えたものとなる。説明に使用する英文は、出来るだけ平
易なものを用いるが、和訳練習作業に用いる英文はやや難しいものも用いることがある。

科目の到達目標 翻訳に関する基礎知識を身につけることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 テキストや資料等は事前に熟読しておくこと。また、十分授業内容を復習してからレポートを作成すること。

講義内容

第１回：受講生の学力把握と授業形式の説明
第２回：翻訳とはどのようなものか、具体的にイメージしてみる。
第３回：初歩の英文和訳といわゆる翻訳とは、どのように違うのか考えてみる。 
第４回：初歩の英文和訳といわゆる翻訳の違いを、実例で確かめてみる。１［文法的逐語訳］
第５回：初歩の英文和訳といわゆる翻訳の違いを、実例で確かめてみる。２［代名詞、呼称詞］
第６回：初歩の英文和訳といわゆる翻訳の違いを、実例で確かめてみる。３［名詞と動詞］
第７回：よい翻訳とはどのようなものか、具体的に考えてみる。１［視点］
第８回：よい翻訳とはどのようなものか、具体的に考えてみる。２［文末焦点］
第９回：よい翻訳とはどのようなものか、具体的に考えてみる。３［話法］
第10回：よい翻訳とはどのようなものか、具体的に考えてみる。４［受動態］
第11回：よい翻訳とはどのようなものか、具体的に考えてみる。５［名詞構文］
第12回：誤訳を防ぐにはどのようにしたらよいか、教訓を得る。１［中間言語］
第13回：誤訳を防ぐにはどのようにしたらよいか、教訓を得る。２［語順］
第14回：長文の英日翻訳練習とレポートの書き方
第15回：長文の英日翻訳練習と授業アンケート

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートによって評価する。レポートに授業で扱った内容がどれほど反映されているかによって評価が決定さ
れる。

評価基準の概要
可:規定の書式・分量・内容のレポートを提出した場合。
良:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がある程度反映されている場
合。
優:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がかなり反映されている場合。
秀:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容が十分に反映されている場
合。

教科書等 教科書：別宮貞徳『さらば学校英語：実践翻訳の技術』ちくま学芸文庫、2006年.
参考書・参考資料等：必要に応じて授業中に指示する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考

この授業でも多少の翻訳練習はするが、これとは別の「英文法論」という授業で、文法を基礎とした中級程度
の翻訳練習を行うので、中級レベルの翻訳練習に興味がある学生は、そちらも受講してほしい。さらにそれ以
上のレベルの翻訳演習を希望する場合は、横山のゼミを受講して欲しい。少人数のゼミでなければ、十分な
練習量が確保できない。



科目名 翻訳論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 横山 知幸

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
まず日本人がどのようにして翻訳を行ってきたのかを、日本語の文献を用いて、歴史的・理論的観点から考
える。そして、ある程度の理解が得られた段階で、 様々なリソースを駆使しながら、比較的読みやすい英文
（受講生のレベルが高い場合、多少難しい英文も扱う）を、ある程度の水準の日本語に訳してみる。授業 形
態は、「講義」を中心とするが、「演習」的な作業も加える。

科目の到達目標 翻訳に関する歴史的・理論的知識を身につけ、各種リソースを実際の英日翻訳に利用することができるよう
になることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 資料等は事前に熟読しておくこと。また、十分授業内容を復習してからレポートを作成すること。

講義内容

第１回：翻訳と発想の転換
第２回：日英語の表現構造の違い１［訳読のメカニズム］
第３回：日英語の表現構造の違い２［文法的比喩と名詞構造］
第４回：日英語の表現構造の違い３「視点の取り方の違い」
第５回：翻訳と文学１［中間言語文学］
第６回：翻訳と文学２［直訳の表現としての創造性］
第７回：翻訳と文学３［翻訳文学の流れ］
第８回：翻訳の及ぼした日本語への影響１［主語的表現の発生］
第９回：翻訳の及ぼした日本語への影響２［西洋語的な文と文末表現の発生］
第10回：コンピュータ／ネットワークと翻訳（機械翻訳や電子辞書などを含む）
第11回：図書館やインターネット上の翻訳関連リソースを利用するための基礎知識
第12回：長文の総合的和訳練習１（心理描写の多いもの）
第13回：長文の総合的和訳練習２（情景描写の多いもの）
第14回：長文の総合的和訳練習３（論理表現の多いもの）
第15回：総合的まとめとレポートの書き方

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートによって評価する。レポートに授業で扱った内容がどれほど反映されているかによって評価が決定さ
れる。

評価基準の概要
可:規定の書式・分量・内容のレポートを提出した場合。
良:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がある程度反映されている場
合。
優:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がかなり反映されている場合。
秀:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容が十分に反映されている場
合。

教科書等 必要な英文や資料は、その時点で利用可能なものの中からURL等を指示するか、印刷物を適宜配布する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考

この授業でも多少の翻訳練習はするが、これとは別の「英文法論」という授業で、文法を基礎とした中級程度
の翻訳練習を行うので、中級レベルの翻訳練習に興味がある学生は、そちらも受講してほしい。さらにそれ以
上のレベルの翻訳演習を希望する場合は、横山のゼミを受講して欲しい。少人数のゼミでなければ、十分な
練習量が確保できない。



科目名 言語比較論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 藤原 優美

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要

この授業は、日本語と中国語の発音、語彙、文法等を比較し、それぞれの言語特性を明らかにしていく。ま
た、日中両言語の比較を通じて、言語分析に必要な音声や文法、言語学等に関する基礎知識も学んでいく。
授業は講義と演習形式を組み合わせる。はじめは講義を軸に導入・概観を行い理論や体系の理解を促し、
講読・議論・考察等が軌道にのるにつれ演習形式も取り入れる。

科目の到達目標
日本語と中国語を比較することで発音、語彙、文法の両者の違いに気づき、その背景にあることがらについ
て理解する。また、言語比較の基本的な考え方を身に付け、自分で両語比較について具体的な問題を発見
し、それをレポートにまとめることができるようになる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 問題意識を持ちながら積極的に取り組むこと

講義内容

1 ガイダンス 言語比較とは何か
2 言語学と言語類型論について
3 音声学について
4 音韻論および日本語の特徴
5 日本語と中国語の発音について
6 日本語と中国語の漢字
7 日本語と中国語の品詞
8 日本語と中国語の語構成
9 日本語と中国語の形態論的類型
10 日本語と中国語の統語構造
11 日本語と中国語の文法1（ヴォイス）
12 日本語と中国語の文法2（テンス・アスペクト）
13 日本語と中国語の文法3（ムード、モダリティ）
14 期末発表1
15 期末発表2、まとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業態度、課題、発表、学期末レポートなどを総合的に評価する。

教科書等 教科書：特になし。テーマに応じてプリントを配布する。
参考書：授業中紹介する。

担当者プロフィール 言語学（中国語と日本語の比較）を専攻。主として語彙、文法、言語文化といった見地からの日中両国語の
比較対照等について研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 言語比較論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 藤原 優美

履修時期 後期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要

この授業では、日本語と中国語の語彙、特に日中同形語をテーマとして取り上げ、その比較を展開し、これま
での研究内容を紹介しながら両言語の特徴を理解してもらう。
授業の進め方は、最初のうちは教員が講義形式で進めていくが、慣れてきたところで受講者による演習形式
（分担による発表形式）を採用し、セクションごとの流れやポイントを内容紹介してもらいながら、質疑応答す
る形で進めていく。

科目の到達目標 日本語と中国語の語彙の比較分析を通じて、両言語に関連する知識を深める。また、各テーマについて問題
意識を持ち、それらについて調査、発表する能力を高める。

受講要件 「言語比較論Ⅰ」を履修済みであることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前予習・事後復習及び専攻研究の調査、読解をきちんと行い、問題意識を持ちながら積極的に取り組むこ
と。

講義内容

1 ガイダンス 日中語彙対照研究の概観
2 日中同形語の対照研究の概観
3 日本語と中国語の構成要素及び対照について
4 日本語の漢語動詞と対応する中国語の品詞性
5 日本語と中国語の動詞の自他性
6 日本語と中国語の動詞1（VV型、並列）
7 日本語と中国語の動詞2（VV型、対立）
8 日本語と中国語の動詞3（VN型）
9 日本語と中国語の動詞4（A/M型）
10 日本語と中国語の形容詞
11 日本語と中国語の副詞
12 中国語の補語
13 日中反転語について
14 期末発表1 
15 期末発表2、まとめ
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点、課題、発表、学期末レポートなどを総合的に評価する。

教科書等 教科書：特になし。テーマに応じてプリントを配布する。
参考書：授業中紹介する。

担当者プロフィール 言語学（中国語と日本語の比較）を専攻。主として語彙、文法、言語文化といった見地からの日中両国語の
比較対照等について研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 通訳技法論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 渡辺 智恵

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

本講義では、通訳という行為を異文化間コミュニケーションの視点からとらえつつ、通訳にまつわるさまざまな
問題について考察する。前期の講義では、特に通訳の実際的な側面を中心に扱うとともに、通訳というコミュ
ニケーション活動に対する理解を深めることおよび英語力の向上を目的として、基礎的な通訳トレーニングと
日英・英日通訳への導入を行う。

科目の到達目標

・通訳にはどのような種類があるか理解する。
・通訳訓練の種類と方法について理解し、自ら活用できるようにする。
・英語と日本語の発想の違いや言語表現にみられる違いについて理解する。
・平易な内容について、日英・英日通訳ができるようになる。

受講要件 特にないが、異文化間コミュニケーションや言語文化に関心のある学生を歓迎する。通訳トレーニングも行う
ので、人前での発話や発表を厭わない者が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
毎回予習として、３〜７つの課題（与えられたテーマについての短いレポート、ディクテーション、ディクテーショ
ンの修正、ディクテーションの和訳、通訳ガイドの単語学習・シャドーイングなど）が課せられる。課題は授業
の前々日（火曜日）午後６時までに渡辺研究室に提出のこと。

講義内容

第１週 オリエンテーション
第２週 通訳の種類(1)、応用通訳練習(1)日英
第３週 通訳の種類(2)、ディクテーション(1)、応用通訳練習(1)英日
第４週 通訳の種類(3)、ディクテーション(2)、応用通訳練習(2)日英
第５週 通訳訓練法(1)、ディクテーション(3)、応用通訳練習(2)日英
第６週 通訳訓練法(2)、ディクテーション(4)、応用通訳練習(3)英日
第７週 通訳訓練法(3)、ディクテーション(5)、応用通訳練習(3)日英
第８週 日英言語表現比較(1)、ディクテーション(6)、応用通訳練習(4)英日
第９週 日英言語表現比較(2)、ディクテーション(7)、応用通訳練習(4)日英
第１０週 日英言語表現比較(3)、応用通訳練習(5)英日
第１１週 日英言語表現比較(4)、応用通訳練習(5)日英
第１２週 日英言語表現比較(5)、応用通訳練習(6)英日
第１３週 日英言語表現比較(6)、応用通訳練習(6)日英 
第１４回 逐次通訳パフォーマンス大会
第１５回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度10％、課題提出20％、テスト30％、パフォーマンス大会40%で評価する。

教科書等 適宜プリントを配布する。

担当者プロフィール
英語教育学（TESL/TEFL）を専攻。CALL利用による英語教育、日本人英語学習者のリーディングのプロセ
ス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。

授業に関連する実務経
験

1986年11月〜1994年3月 広島市国際交流課にて翻訳および市長通訳に従事

備考



科目名 通訳技法論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 渡辺 智恵

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

本講義では、通訳という行為を異文化間コミュニケーションの視点からとらえつつ、通訳にまつわるさまざまな
問題について考察する。後期の授業では、特に英語と日本語の比較や発想の違いについて検討したい。ま
た同時に、通訳というコミュニケーション活動に対する理解を深めることおよび英語力の向上を目的として、日
英・英日通訳の実践練習を行う。

科目の到達目標 ・英語と日本語の発想の違いや言語表現にみられる違いについてより深く理解する。
・より難しい内容について、日英・英日通訳ができるようになる。

受講要件 通訳技法論Ⅰをすでに履修していること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
毎回予習として、３〜７つの課題（与えられたテーマについての短いレポート、ディクテーション、ディクテーショ
ンの修正、ディクテーションの和訳、通訳ガイドの単語学習・シャドーイングなど）が課せられる。課題は授業
の前々日（火曜日）午後６時までに渡辺研究室に提出のこと。

講義内容

第１週 オリエンテーション
第２週 日英言語表現比較(10)、応用通訳練習(7)日英
第３週 日英言語表現比較(11)、ディクテーション(1)、応用通訳練習(7)英日
第４週 日英言語表現比較(12)、ディクテーション(2)、応用通訳練習(8)日英
第５週 日英言語表現比較(13)、ディクテーション(3)、応用通訳練習(8)日英
第６週 日英言語表現比較(14)、ディクテーション(4)、応用通訳練習(9)英日
第７週 日英言語表現比較(15)、ディクテーション(5)、応用通訳練習(9)日英
第８週 日英言語表現比較(16)、ディクテーション(6)、応用通訳練習(10)英日
第９週 日英言語表現比較(17)、ディクテーション(7)、応用通訳練習(10)日英
第１０週 日英言語表現比較(18)、応用通訳練習(11)英日
第１１週 日英言語表現比較(19)、応用通訳練習(11)日英
第１２週 日英言語表現比較(20)、応用通訳練習(12)英日
第１３週 日英言語表現比較(21)、応用通訳練習(12)日英 
第１４回 同時通訳パフォーマンス大会
第１５回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度10％、課題提出20％、テスト30％、パフォーマンス大会40%で評価する。

教科書等 適宜プリントを配布する。

担当者プロフィール
英語教育学（TESL/TEFL）を専攻。CALL利用による英語教育、日本人英語学習者のリーディングのプロセ
ス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。

授業に関連する実務経
験

1986年11月〜1994年3月 広島市国際交流課にて翻訳および市長通訳に従事

備考



科目名 コミュニケーション技法論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
コミュニケーションという活動をさまざまな分野、レベルから捉えていく。通常意識せずに行っているコミュニ
ケーションが、どのような原理、原則で成立しているかといったことを考える。ことばの理解、情報理解や、情
報提示の原理、会話の原理等の問題をコミュニケーション理論、認知心理学、言語学の観点から考えていく。

科目の到達目標 言語学、認知心理学からみたコミュニケーションの原理について理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第１回：オリエンテーション
第２回：注意と文脈
第３回：心内辞書と意味ネットワーク
第４回：文の解析と理解（文法知識と構成素）
第５回：言語習得１（ヒト以外の言語習得）
第６回：言語習得２（人間の言語習得）
第７回：言語習得３（言語習得と臨界期）
第８回：スキーマ理論と文章理解１ 
第９回：スキーマ理論と記憶
第１０回：会話の原理と間接的意味の理解（間接的意味の算出）
第１１回：丁寧さの原理（文化と丁寧さ）
第１２回：文の産出（話すことの計画と産出）
第１３回：書くプロセスとコミュニケーション（英文産出をモデルとして）
第１４回：文章推敲のメカニズム（熟達者と非熟達者の違い）
第１５回：総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 学期末に課す読書レポートによって評価する。読書レポートは、授業中に扱ったテーマの中から１つに絞り、
書籍（ウェブ情報は不可）を５冊以上読んでまとめるものとする。

教科書等 授業中に適宜指示する。

担当者プロフィール 広島市立大学国際学部教授、博士（教育学）
専門は英語教育学、英語eラーニング、ライティング指導など

授業に関連する実務経
験

備考

コロナウイルス感染対策のため、前期授業においてはオンラインで実施するが、通信トラフィックの問題や、
受講生個々の受信環境の問題等のため、様々な障害が発生することが予想される。オンライン授業について
は録画し、別途視聴できるよう準備する予定ではあるが、これも環境等に影響されるため、不安定になり得
る。これらのことから、自身のオンライン授業受講環境に不安のある者は、対面授業が可能となるであろう次
年度以降に履修されることを勧める。



科目名 コミュニケーション技法論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

異文化間のコミュニケーションについて考える。まなざしによるコミュニケーションや、パーソナルスペースと
いった非言語コミュニケーションについても触れる。「タテ」、「甘え」などのキーワードで語られる日本文化に
根ざした日本的コミュニケーションが、異文化とのコミュニケーションにおいてどのような障害を引き起こす可
能性があるのかといったことを考えていく。

科目の到達目標 言語学、認知心理学からみた異文化間コミュニケーションについて理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第１回：オリエンテーション
第２回：非言語コミュニケーション１ パーソナルスペース（文化の違いから）
第３回：非言語コミュニケーション２ 視線行動によるコミュニケーション（文化の違いから）
第４回：非言語コミュニケーション３ 実際のコミュニケーションから（日英の違いを例として）
第５回：日本人のコミュニケーションパタン１ その原理
第６回：日本人のコミュニケーションパタン２ 「タテ」「甘え」等の概念から
第７回：日本人のコミュニケーションパタン３ 実際のコミュニケーションから
第８回：異文化間コミュニケーション（欧米コミュニケーションパタンと比較して）
第９回：異文化理解１ イルカ問題を題材として（日本の反応とイギリスの反応）
第１０回：異文化理解２ グループディスカッション
第１１回：偏見のメカニズム１ その原理
第１２回：偏見のメカニズム２ 実際のコミュニケーションから（アメリカの人種問題を例として）
第１３回：思考と文化１ 語彙を題材として（日本語と英語比較）
第１４回：思考と文化２ 実際のコミュニケーションから
第１５回：総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 学期末に課す読書レポートによって評価する。読書レポートは、授業中に扱ったテーマの中から１つに絞り、
書籍（ウェブ情報は不可）を５冊以上読んでまとめるものとする。

教科書等 授業中に適宜指示する。

担当者プロフィール 広島市立大学国際学部教授、博士（教育学）
専門は英語教育学、英語eラーニング、ライティング指導など

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 Cross-cultural Language and Communication Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 カーソン，ルーク

履修時期 前期

履修対象 2年

講義形態

概要

Students in this class will learn about how and why different cultures communicate differently, and how to
communicate in cross-cultural situations. Classes will involve short lectures by the teacher where students
will learn about different concepts, discussion activities and class activities where students will practice
their communication skills for international or cross-cultural interactions.

科目の到達目標 The goal of this class is to develop students’ knowledge of how cultures differ, how these differences
effect communication, and to improve students’ ability to communicate with across cultures effectively.

受講要件 This class will be taught in English. Students must actively participate in English during the class, and
prepare for classes. Full attendance (attending all classes) is required.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 All students must bring a dictionary to class (smartphone is ok), and must have a USB.

講義内容

1. Introduction to cross-cultural communication
2. Seeing culture in communication around us
3. Individualism and Collectivism
4. Individualism and Collectivism
5. Communication in Action: Mintana Case study
6. German, Turkish, Indian & Chinese Case study
7. Introduction to Cultural Values: Chronemics, Power Distance, Gender, Identity, Uncertainty Avoidance
8. Stereotypes
9. Stereotypes and Bias
10. Non-verbal communication
11. Non-verbal communication
12. High context and low context communication
13. Intercultural relationships
14. Intercultural relationships
15. Semester review

期末試験実施の有無

評価方法・基準 Class participation (40%), assignments (20%), mid-term report (20%), and final report (30%).

教科書等 Readings for this course will be provided by the teacher. Students may be required to print out materials
provided online by the teacher.

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 Cross-cultural Language and Communication Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 カーソン，ルーク

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態

概要

Students in this class will learn about how and why different cultures communicate differently, and how to
communicate in cross-cultural situations. Classes will involve short lectures by the teacher where students
will learn about different concepts, followed by discussion activities and class activities where students will
practice their communication skills for international or cross-cultural interactions.

科目の到達目標 The goal of this class is to develop students’ knowledge of how cultures differ, how these differences
effect communication, and to improve students’ ability to communicate with across cultures effectively.

受講要件
This class will be taught in English. Students must actively participate in English during the class, and
prepare for classes. Full attendance (attending all classes) is required. Students should take Cross-cultural
language and Communication I before taking this class.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 All students must bring a dictionary to class (smartphone is ok), and must have a USB.

講義内容

1. Multinational company conflict
2. Humour: what is funny, where is it funny, why is it funny?
3. A life in Japan: non-nationals experience of Japan
4. A life in Japan: the perceptions of Japanese and non-Japanese
6. Comparing countries with Hofstede: National culture and cultural dimensions
7. International issues in advertising
8. Mid-term presentation preparation
9. Presentations
10. Culture Shock
11. Subcultures
12. Pragmatics
13. Pragmatics
14. Communicating internationally in English: Formal and informal communication
15. The perfect country?

期末試験実施の有無

評価方法・基準 Class participation (30%), prepration for class and assignments (20%), mid-term presentation (20%) and final
report (30%).

教科書等 Readings for this course will be provided by the teacher. Students may be required to print out materials
provided online by the teacher.

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 フランスの文学と文化

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 大場 静枝

履修時期 前期

履修対象 ２年次以上

講義形態 講義

概要

18世紀のフランス文学について学びます。絶対王政が綻びを見せ始め、フランス革命へと突き進んでいく激
動の時代に生まれた文学作品について、小説を中心に講読、解説をします。モンテスキュー、ヴォルテール、
ルソーらの名の知られた啓蒙哲学者たちの実験的な小説から、アベ・プレヴォー、ベルナルダンド・サン・ピ
エールなど日本では認知度の低い作家の大衆小説まで、揺籃期にある小説作品を取り上げることで、フラン
ス文学の多様性と意外性、魅力を理解していきます。

科目の到達目標
・フランス18世紀の小説について、作品の解釈を通して、異なる視点で作品を読めるようになること。
・内容を深く知り、考察し、自ら解釈できるようになること。
・アンシアン・レジームという時代の時代精神（思想や文化など）の一端を学ぶこと。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書、プリント（小説の抜粋）を使って授業を進めます。あらかじめ指示された個所を読んで、授業に臨んで
ください。また、教科書の指定範囲を読み、ノートに整理して下さい。

講義内容

第1回 ガイダンス（授業の方針、評価など）、ベルサイユ宮殿の映像
第2回 フランス18世紀の歴史と文学I
第3回 フランス18世紀の歴史と文学II
第4回 モンテスキューの生涯と代表作について
第5回 『ペルシア人の手紙』の分析
第6回 アベ・プレヴォーの生涯と代表作について
第7回 『マノン・レスコー』の分析
第8回 オペラ鑑賞と解説 プッチーニ作曲『マノン・レスコー』
第9回 ベルナルダン・ド・サン＝ピエールの生涯と代表作について
第10回 『ポールとヴィルジニー』の分析
第11回 ヴォルテールの生涯と代表作について
第12回 『カンディード』の分析
第13回 ミュージカル鑑賞と解説 バーンスタイン作曲『キャンディード』
（前半：自然の悪と人間の悪について）
第14回 ミュージカル鑑賞と解説 バーンスタイン作曲『キャンディード』
（後半：エルドラドを経て「庭の教訓」へ）
第15回 フランス文学の魅力、授業のまとめ
※授業で取り上げる小説やこの時期の文学作品のいくつかについては、映像資料を使って視覚的に理解し
ていきます。
※授業の順序は変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
期末レポート：50％（小説の解釈及び論述の適切さを評価します）
中間レポート：35％（論述の適切さを評価します）
平常点：15％（授業への積極的参加度、受講票の記述内容を評価します）

教科書等
参考書：植田祐次編『十八世紀フランス文学を学ぶ人のために』世界思想社
文学作品の抜粋については、プリントを配布します。
他の参考文献は、授業内で適宜紹介します。

担当者プロフィール
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。著書：『近代フラン
ス小説の誕生』『祈りと再生のコスモロジー―比較基層文化論序説』『ヴォルテールを学ぶ人のために』（いず
れも共著）など。

授業に関連する実務経
験

1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 受講生の積極的な参加、継続的な出席を期待します。



科目名 イギリスの文学と文化Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

【授業形態：講義（ただし部分的に演習形式をとりいれる）】
この授業では、男性主人公の成長物語を描いたイギリス小説、チャールズ・ディケンズ『大いなる遺産』
（1861年出版）を読みます。物語それ自体も非常に面白いのですが、イギリス文学の諸特性やイギリス文化
について考えさせてくれる、優れた古典です。この作品を楽しく読みながら、イギリスの文学と文化について学
んでいきましょう。

科目の到達目標

・イギリス小説の諸特性について理解する。
・イギリス文化および文学に関する専門的な知識を身につける。
・自分の問題意識に基づいて小説を読解できるようになる。
・自分の考えを口頭や文章で論理的に伝えられるようになる。
・授業で学んだことを授業外で応用できるようになる。

受講要件 ・とくにありませんが、「イギリスの文学と文化II」および「イギリス文化論I・II」を合わせて受講すると、学びがよ
り効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・発表担当者は、教科書の指定範囲を読み、発表用ハンドアウト（A4サイズで2枚程度）を作成してください。
ハンドアウトには、①「物語内容の要約」および②「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入して
ください。
・その他の受講者は、教科書の指定範囲を読み、コメント・ペーパー（A5サイズで1枚程度）を完成させてくださ
い。コメント・ペーパーには、①「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入してください。

講義内容

毎回の授業は次のように進めます。まず、発表担当者がハンドアウトに基づきプレゼンテーションをおこない
ます。その後、各自事前に準備してきたコメント・ペーパーを使って、全体ディスカッションをおこないます。授
業の終わりにコメント・ペーパーを回収します。全１５回の授業は、以下のスケジュールに沿って進行します。
各回の発表担当者は第１回目の授業時に決めます。

１．イントロダクション
２．Ch.1-5
３．Ch.6-10
４．Ch.11-15
５．Ch.16-19
６．Ch.20-24
７．Ch.25-29
８．Ch.30-35
９．Ch.36-39
１０．Ch.40-44
１１．Ch.45-49
１２．Ch.50-54
１３．Ch.55-59
１４．授業のまとめ、ディスカッション、レポート指導
１５．授業のまとめ、ディスカッション、レポート指導

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
プレゼンテーション２０％
コメント・ペーパーとそれに基づく授業参加３０％
期末レポート（２０００字程度）５０％

教科書等 ・教科書①原文：Charles Dickens, Great Expectations (Oxford World's Classics)
・教科書②翻訳：佐々木徹（訳）『大いなる遺産』（上・下）（河出文庫）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 イギリスの文学と文化Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

【授業形態：講義（ただし部分的に演習形式をとりいれたもの）】
この授業では、ブラム・ストーカー『ドラキュラ』（1897年出版）を読みます。「ドラキュラ」の名前は多くの人が
知っているでしょうが、実は原作は19世紀末にイギリスで出版された小説であり、イギリス文学の諸特性やイ
ギリス文化について考えさせてくれる優れた古典です。この作品を楽しく読みながら、イギリスの文学と文化
について学んでいきましょう。

科目の到達目標

・イギリス小説の諸特性について理解する。
・イギリス文化および文学に関する専門的な知識を身につける。
・自分の問題意識に基づいて小説を読解できるようになる。
・自分の考えを口頭や文章で論理的に伝えられるようになる。
・授業で学んだことを授業外で応用できるようになる。

受講要件 とくにありませんが、「イギリスの文学と文化I」および「イギリス文化論I・II」を合わせて受講すると、学びがより
効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・発表担当者は、教科書の指定範囲を読み、発表用ハンドアウト（A4サイズで2枚程度）を作成してください。
ハンドアウトには、①「物語内容の要約」および②「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入して
ください。
・その他の受講者は、教科書の指定範囲を読み、コメント・ペーパー（A5サイズで1枚程度）を完成させてくださ
い。コメント・ペーパーには、①「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入してください。

講義内容

毎回の授業は次のように進めます。まず、発表担当者がハンドアウトに基づきプレゼンテーションをおこない
ます。その後、各自事前に準備してきたコメント・ペーパーを使って、全体ディスカッションをおこないます。授
業の終わりにコメント・ペーパーを回収します。全１５回の授業は、以下のスケジュールに沿って進行します。
各回の発表担当者は第１回目の授業時に決めます。

１．イントロダクション（シラバスに基づき本講義の概要を説明）
２．Ch.1-3 
３．Ch.4-6
４．Ch.7-9
５．Ch.10-11
６．Ch.12-13
７．Ch.14-16
８．Ch.17-19
９．Ch.20-22
１０．Ch.23-25
１１．Ch.26-27
１２．映画版鑑賞
１３．映画版と原作の比較
１４．授業のまとめ、ディスカッション
１５．レポート指導

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
プレゼンテーション２０％
コメント・ペーパーとそれに基づく授業参加３０％
期末レポート（２０００字程度）５０％

教科書等
・教科書①原文：Bram Stoker, Dracula (Oxford World's Classics)
・教科書②翻訳：授業中に紹介します
・作品の映画版：授業中に紹介します

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語学概論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 福元 広二

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
英語学の基本的な考え方についてわかりやすく講義を行う。英語という言語の成り立ちや仕組みについて
様々な視点から見ていくことで、英語の面白さや楽しさを伝える。また、日本語と英語の比較という観点にも
目を向け、これらの類似点や相違点について解説する。

科目の到達目標 （１）英語学の基本的な理論を理解する
（２）英語学の専門用語を用いて、日常の言語現象が説明できる

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書の指定範囲を読んでおくこと。

講義内容

1 イントロダクション、授業の説明
2 英語と英語学の背景、日英語比較（サピア・ウォーフの仮説）
3 日英語比較（異文化間コミュニケーション）
4 日本語英語文化比較 
5 語用論
6 語用論
7 語用論
8 前半のまとめ
9 音声学
10 音声学
11 音韻論
12 形態論
13 語形成
14 統語論
15 後半のまとめ
16 期末試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 筆記試験60%、 平常点（授業態度、レポートなど）40%

教科書等 教科書：『現代英語学へのアプローチ』（英宝社）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 英語教員を目指す人は、前期開講の「英語学概論Ⅰ」と後期開講の「英語学概論Ⅱ」の両方を必ず受講し、
単位を修得すること。



科目名 英語学概論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 福元 広二

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
英語学の基本的な考え方についてわかりやすく講義を行う。英語という言語の成り立ちや仕組みについて
様々な視点から見ていくことで、英語の面白さや楽しさを伝える。また、日本語と英語の比較という観点にも
目を向け、これらの類似点や相違点について解説する。

科目の到達目標 （１）英語学の基本的な理論を理解する
（２）英語学の専門用語を用いて、日常の言語現象が説明できる

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書の指定範囲を読んでおくこと。

講義内容

1 イントロダクション、授業の説明
2 意味論
3 認知言語学（カテゴリー化）
4 認知言語学（メタファー・メトニミー）
5 認知言語学（文法化・主観化）
6 認知言語学
7 前半のまとめ
8 社会言語学
9 社会言語学
10 社会言語学
11 社会言語学
12 英語史
13 英語史
14 英語史
15 後半のまとめ
16 期末試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 筆記試験60%、 平常点（授業態度、レポートなど）40%

教科書等 教科書：『現代英語学へのアプローチ』（英宝社）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 英語教員を目指す人は、前期開講の「英語学概論Ⅰ」と後期開講の「英語学概論Ⅱ」の両方を必ず受講し、
単位を修得すること。



科目名 英文法論

単位数 2.0

担当者 教授 横山 知幸

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
英日翻訳に関する学習では定番の一つとなっている「翻訳英文法」を中心として扱い、英語に特徴的な表現
を日本語に特徴的な表現と対照することで、英文法を深く理解し、さらに、その理解を基礎として、相互の変
換に関わる実践的な活動（主として英日翻訳）をある程度行う。授業形態は、「講義」的な内容と「演習」的な
内容をある程度融合し、理論を実践と結びつけようと試みる。

科目の到達目標 英文法を日本語文法と比較対照することで深く理解し、英語の理解表出に関わる実践的活動に役立てること
が出来ることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 テキストや資料等は事前に熟読しておくこと。また、十分授業内容を復習してからレポートを作成すること。

講義内容

第１回：教科書・参考書と授業形式（授業用コミュニティサイトの使い方を含む）の説明
第２回：英文和訳や和文英訳で多くの奇妙な表現が生じる理由
第３回：語順／名詞
第４回：所有格／of＋名詞
第５回：無生物主語／“A Good Swimmer”
第６回：代名詞
第７回：関係代名詞
第８回：形容詞・副詞（1）－日本語では述語的に表現される場合など
第９回：形容詞・副詞（2）－英語に特徴的な比較の表現など
第10回：時制／受動態
第11回：仮定法
第12回：話法
第13回：強調、省略構文
第14回：接続詞
第15回：「長文を扱う総合的まとめ」と「レポートの書き方」

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

レポートによって評価する。レポートに授業で扱った内容がどれほど反映されているかによって評価が決定さ
れる。

評価基準の概要
可:規定の書式・分量・内容のレポートを提出した場合。
良:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がある程度反映されている場
合。
優:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容がかなり反映されている場合。
秀:規定の書式・分量・内容のレポートを提出し、レポートの内容に授業の内容が十分に反映されている場
合。

教科書等
教科書：安西徹雄『英文翻訳術』ちくま学芸文庫（文庫化される前のタイトルは『翻訳英文法』）
参考書：安藤貞雄『現代英文法講義』開拓社（図書館等で利用できれば良い）.
上記以外の参考書や参考資料等は、最新の物を授業中に指示するか、印刷物を配布する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英米文学概論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 前期

履修対象 3年次以上

講義形態 講義

概要

【授業形態：講義（ただし部分的に演習形式をとりいれたもの）】
アメリカ文学史上もっとも重要な作品の１つ、Mark TwainのAdventures of Huckleberry Finn(1885)を精読し、
その内容（物語やテーマ）と形式（語りの特徴や英語表現）の特徴を把握します。また、当時のアメリカ社会や
文化の中で作品がどのような意味を持っていたのかということを考えます。さらに、作品を英米文学史という
より大きな文脈において捉えることによって、作品についての理解をより深いものにしてゆきます。そのさい、
この作品がイギリス文学から影響を受けていること、そして、近代的な文学ジャンルである小説はアメリカで
誕生する前にイギリスで誕生していることに注目します。

科目の到達目標

・小説作品の技術的な特徴（とりわけ、特徴的な比喩や修辞技法などの英語表現）について理解する。
・小説作品がもつ同時代の歴史・文化・社会との関わりを理解する。
・小説作品を英米文学史（とりわけ、近代的な文学ジャンルとしての小説の歴史）という広い視野のもとで理解
する。

受講要件 とくにありませんが、「英米文学概論II」を合わせて受講すると、学びがより効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・発表担当者は、教科書の指定範囲を読み、発表用ハンドアウト（A4サイズで2枚程度）を作成してください。
ハンドアウトには、①「物語内容の要約」および②「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入して
ください。
・その他の受講者は、教科書の指定範囲を読み、コメント・ペーパー（A5サイズで1枚程度）を完成させてくださ
い。コメント・ペーパーには、①「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入してください。

講義内容

毎回の授業は次のように進めます。まず、発表担当者がハンドアウトに基づきプレゼンテーションをおこない
ます。その後、各自事前に準備してきたコメント・ペーパーを使って、全体ディスカッションをおこないます。授
業の終わりにコメント・ペーパーを回収します。全１５回の授業は、以下のスケジュールに沿って進行します。
各回の発表担当者は第１回目の授業時に決めます。

第１回：概要紹介：文学史的な位置づけの確認と小説的な特徴の説明
第２回：ハックルベリー・フィンの冒険 １の前半：語りの技法１――比喩の使用
第３回：ハックルベリー・フィンの冒険 １の後半：語りの技法２――イメージ、モチーフの使用
第４回：ハックルベリー・フィンの冒険 ２：語りの技法３――反復表現の使用
第５回：ハックルベリー・フィンの冒険 ３：語り手の英語表現について
第６回：ハックルベリー・フィンの冒険 ４の前半：19世紀末アメリカの時代背景
第７回：ハックルベリー・フィンの冒険 ４の後半：同時代の作品との比較
第８回：ハックルベリー・フィンの冒険 ここまでのまとめ：イギリス文学からの影響
第９回：ハックルベリー・フィンの冒険 ５の前半：作品のアメリカ性および文化史的な意義
第１０回：ハックルベリー・フィンの冒険 ５の後半：小説における階級問題
第１１回：ハックルベリー・フィンの冒険 ６の前半：小説におけるジェンダー問題
第１２回：ハックルベリー・フィンの冒険 ６の後半：小説における人種問題
第１３回：ハックルベリー・フィンの冒険 ７：作品の英語表現の特徴
第１４回：ハックルベリー・フィンの冒険 全体のまとめ：同時代のアメリカの文化との関わり
第１５回：ハックルベリー・フィンの冒険 全体のまとめ：小説の誕生、リアリズム、モダニズム
定期試験は実施しない

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
プレゼンテーション２０％
コメント・ペーパーとそれに基づく授業参加３０％
期末レポート（２０００字程度）５０％

教科書等 ・教科書①原文：Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Penguin Classics)
・教科書②翻訳：柴田元幸（訳）『ハックルベリー・フィンの冒けん』（研究社）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高一種（英語）



科目名 英米文学概論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 原雅樹

履修時期 後期

履修対象 3年次以上

講義形態 講義

概要

【授業形態：講義（ただし部分的に演習形式をとりいれたもの）】
イギリス文学を代表する作家の一人であるDaniel DefoeのRobinson Crusoe (1719)という小説を精読し、その
内容（物語やテーマ）と形式（語りの特徴や英語表現）の特徴を把握します。また、本作品は当時のイギリスと
その周辺を物語の舞台に設定しているため、当時の歴史・文化・社会的な文脈に注目する必要があります。
さらに、本作品についての理解をより深いものにするために、英文学史というより大きな文脈を重視します。
具体的には、本作がいかにイギリス小説の古典的な作品であるかということ、デフォーがその後のイギリス小
説史の中でどのように捉えられていったかということについて考察してゆきます。

科目の到達目標

・小説作品の技術的な特徴（とりわけ、特徴的な比喩や修辞技法などの英語表現）について理解する。
・小説作品に描かれた同時代のイギリスの歴史・文化・社会を理解する。
・小説作品を英文学史（とりわけ、近代的な文学ジャンルとしての小説の歴史）という広い視野のもとで理解す
る。

受講要件 とくにありませんが、「英米文学概論I」を合わせて受講すると、学びがより効果的になるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・発表担当者は、教科書の指定範囲を読み、発表用ハンドアウト（A4サイズで2枚程度）を作成してください。
ハンドアウトには、①「物語内容の要約」および②「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入して
ください。
・その他の受講者は、教科書の指定範囲を読み、コメント・ペーパー（A5サイズで1枚程度）を完成させてくださ
い。コメント・ペーパーには、①「教科書からの引用とそれに対する自分の解釈」を記入してください。

講義内容

毎回の授業は次のように進めます。まず、発表担当者がハンドアウトに基づきプレゼンテーションをおこない
ます。その後、各自事前に準備してきたコメント・ペーパーを使って、全体ディスカッションをおこないます。授
業の終わりにコメント・ペーパーを回収します。全１５回の授業は、以下のスケジュールに沿って進行します。
各回の発表担当者は第１回目の授業時に決めます。

第１回．ロビンソン・クルーソー 概要紹介：文学史的な位置づけの確認と小説的な特徴の説明
第２回．ロビンソン・クルーソー 語りの技法１――比喩の使用
第３回．ロビンソン・クルーソー 語りの技法２――修辞技法
第４回．ロビンソン・クルーソー 語りの技法３――特徴的なイメージの使用
第５回．ロビンソン・クルーソー 語りの技法４――英語表現の特徴
第６回．ロビンソン・クルーソー 作品の歴史・文化・社会的背景：大西洋貿易とイギリス文化
第７回．ロビンソン・クルーソー 同時代の作品との比較
第８回．ロビンソン・クルーソー イギリス小説の古典との関係１――１８世紀小説
第９回．ロビンソン・クルーソー イギリス小説の古典との関係２――１９世紀小説
第１０回．ロビンソン・クルーソー イギリス小説の古典との関係３――２０世紀小説
第１１回．ロビンソン・クルーソー 階級とイギリス文化
第１２回．ロビンソン・クルーソー ジェンダーとイギリス文化
第１３回．全体のまとめ：フィクションの社会的な意味
第１４回．全体のまとめ：作品の英語表現の特徴と語りの技法
第１５回．全体のまとめ：イギリスにおける（ポスト）コロニアリズムと文学
定期試験は実施しない

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
プレゼンテーション２０％
コメント・ペーパーとそれに基づく授業参加３０％
期末レポート（２０００字程度）５０％

教科書等 ・教科書①原文：Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin Classics)
・教科書②翻訳：武田将明（訳）『ロビンソン・クルーソー』（河出文庫）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高一種（英語）



科目名 Special Lecture in British and American LiteratureⅠ

単位数 2.0

担当者 教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

This course will introduce students to English poetry, from Shakespeare to contemporary writers. After
studying fixed verse forms like the sonnet, couplet, ballad, villanelle, and sestina we will move on to
discussing free verse poetry. The focus of this class will be the concepts and literary devices that govern
how poetry (and other forms of literature) is written and read. You will even write your own poems! Readings
will cover a wide range of poetic forms, experiences, and writers including William Shakespeare, William
Wordsworth, Elizabeth Bishop, Theodore Roethke, Gwendolyn Brooks, Robert Frost, Langston Hughes,
Audre Lorde, Philip Larkin, Simon Ortiz, Sylvia Plath, Wallace Stevens, W.H. Auden, and William Carlos
Williams.

科目の到達目標

To gain a better understanding of poetic forms; the principles, concepts, and devices that shape how poetry
is written; and the connections between English poetic traditions and American poets. By participating
actively in class and completing assigned readings and writing assignments, students will also practice using
English to communicate their ideas.

受講要件 *Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
*There will be reading and writing homework for most classes. Before coming to class students must
complete a worksheet or write a paragraph relating to that week's lesson. In addition, students will be
assigned at least one group presentation on topics related to the lessons.

講義内容

1. Orientation - Introduction & Syllabus. What makes a poem? 
2. The English Sonnet - Shakespeare's Sonnets 130 and 73 （terms: rime, iambic pentameter, quatrain,
couplet)
3. The Italian Sonnet - John Milton, William Wordsworth (terms: tercet, sestet, octave, simile, metaphor,
figure of speech)
4. Write your own sonnet
5. Metaphysicals and cavaliers: John Donne, Katherine Phillips, Richard Lovelace (terms: conceit)
6. FILM-Shakespeare in Love (Elizabethan culture)
7. FILM-Shakespeare in Love (use of poetry in Elizabethan comedy) 
8. The Couplet - Alexander Pope (riming couplet, satire, irony)
9. The Ballad - A.E. Housman (ballad stanza, tetrameter, voice)
10. The Villanelle - Elizabeth Bishop, Theodore Roethke (alliteration, assonance, consonance, repetition)
11. Write a ballad, couplet, or villanelle in pairs
12. The Sestina - Dante, Anthony Hecht (hyperbole, enjambment)
13. Free Verse Poetry - W.H. Auden (allusion) 
14. Free Verse Poetry - Philip Larkin (imagery, senses)
15. Poetry and music

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance & participation (20%), weekly assignments, presentations (60%), final project (20%)

教科書等 There are no required texts to buy, but students should bring a good English-Japanese dictionary to class.
Handouts with readings will be provided to students each week.

担当者プロフィール Mike Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

Classes will be conducted in English and students will play an active role in every class. There will be
reading and writing homework for most classes.
Attending and participating actively in class is required. Students who miss more than three classes will fail,
and students who are more than ten minutes late for class will be marked absent. Students are expected to
complete homework assignments by the beginning of each class. Late homework will not be accepted.
Using mobile phones to call or text during class is not allowed. Sometimes students will be allowed to use
smartphones as dictionaries or to do Internet research. At these times, smartphones must be placed on top
of the desks. I will take phones from students who break the rules for using mobile phones in the classroom.
Students who repeatedly violate the rules about using mobile phones will be marked absent.



科目名 Special Lecture in British and American LiteratureⅡ

単位数 2.0

担当者 教授 ゴーマン，マイケル

履修時期 後期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

This class traces the evolution of American literature in English, from the late 16th century to the present.
In our lessons, we will consider the impact of European colonization of North America including the cultural
exchange/conflict with indigenous people of North America and African slaves. We will consider how the
different cultural traditions helped shape the unique and eclectic tradition called American literature.

科目の到達目標

To improve students' understanding of English and American literary history and to develop an awareness of
the connections between the two traditions. By participating actively in class and completing assigned
readings and writing assignments, students will also deepen their experience using English to communicate
their ideas.

受講要件 *Attendance is mandatory and begins the first week of classes.
*Students who miss more than three classes will not receive credit for the class.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
There will be reading and writing homework for most classes. Before coming to class students will be
expected to complete a worksheet or write a paragraph relating to that week's lesson. In addition, students
will be assigned at least one presentation/group presentation on a topic related to the lessons.

講義内容

1. Orientation, Syllabus. What is "American" Literature? 
2. The Roots of American Literature: Elizabethans, Metaphysicals, Cavaliers
3. Puritans, Separatists, and Heretics: Literature/Culture in the American Colonies
4. The Birth of American Poetry: Anne Bradstreet
5. The First Americans: Native American Oral Traditions
6. Poetry of Independence: Philip Freneau and Phillis Wheatley 
7. The Emergence of American Fiction: Washington Irving, James Fennimore Cooper, Lydia Maria Child
8. Transcendentalism: R. W. Emerson, H. D. Thoreau, Margaret Fuller
9. Slavery and Abolition: Frederick Douglass and Harriet Ann Jacobs
10. American Gothic: Edgar Allan Poe
11. The American Renaissance: Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Emily Dickinson, Walt Whitman
12. The Civil War: Abraham Lincoln's Address at Gettysburg
13. West of the Mississippi: Mark Twain's Life on the Mississippi
14. Modernism and American Poetry: Robert Frost, Ezra Pound, H. D., T. S. Eliot, William Carlos Williams,
Wallace Stevens, Langston Hughes, W. H. Auden
15. Modernism and American Fiction: Sherwood Anderson, Willa Cather, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald,
Ernest Hemingway, Zora Neale Hurston, Nella Larsen

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Attendance & participation (20%); homework, in-class assignments, group presentations (60%); final project
(20%)

教科書等 *There are no required texts to buy, but students should bring a good English-Japanese dictionary to class. 
*Handouts with readings will be provided to students each week.

担当者プロフィール Mike Gorman earned his PhD in American literature and culture from the University of Tulsa and is
especially interested in rural American culture, transnationalism, and the environment.

授業に関連する実務経
験

備考

* Classes will be conducted in English and students will play an active role in every class. 
* There will be reading and writing homework for most classes.
* Attending and participating actively in class is required. Students who miss more than three classes will
fail, and students who are more than ten minutes late for class will be marked absent.
* Homework must be completed by the beginning of each class. Late homework will not be accepted.
* Using mobile phones to call or text during class is not allowed. Sometimes students will be allowed to use
smartphones as dictionaries or to do Internet research. At these times, smartphones must be placed on top
of the desks. I will take phones from students who break the rules for using mobile phones in the classroom.
Students who repeatedly violate the rules about using mobile phones will be marked absent.



科目名 英文構成法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 岩井 千秋

履修時期 前期

履修対象 ３年次生以上

講義形態 講義

概要

英語を使いこなすには、言語的知識だけではなく、それを使って自己表現する能力（performance）が求めら
れます。この授業では英語で「表現」する（書く、話す）ための基礎知識を身につけるだけでなく、それを実際
に使って運用することを目的として授業を進めます。論理的に書くための練習を行うとともに、準備したドラフ
トを用いて、効果的に発表するための方法について学びます。（授業は大半を英語で行います。また、基礎的
な英語力は身についてことを前提とし、 TOEIC 600点以上を想定して授業を行います。）

科目の到達目標
１．論理的な英文の構成を理解し、実際の発表を想定したドラフトを書けるようにすること。
２．口頭での発表を目的とする英文を短時間で作成できる技能を身に付けること。
３．英語で発表 (oral presentation) するのに必要な技能と発表に必要な様々な方略を習得すること。

受講要件

・コロナに収束の目途がたつまで遠隔（主として、Teamsを使用）で授業を行います。
・受講登録したら、まず最初に WebClassを必ず確認してください。
・基本的にはスマホがあれば、授業に参加できるように、また出来る限り通信容量を下げるようにします。もち
ろん、PCやタブレット端末があれば、それに越したことはありません。
・はじめの何回かは試行錯誤が続くと思いますが、お互いにサポートしあいながら、進めていければと思って
います。
・どうしてもTeams に繋がらない場合は、iwai*hiroshima-cu.ac.jp にメールでご連絡ください。（* は半角の @
に変えてください。）

TOEIC 600点以上であることを想定。英語学習に意欲があり、高い英語力を身に着けようとしていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
１．英語学習を習慣化させるため、毎週英語のエッセー（journal）を書いてくる課題も出します。かなりの分量
の英文を読んでもらいます。
２．授業で学習した内容を、事前にしっかりリハーサルして、発表に備えてください。

講義内容

遠隔授業では、インタラクティブな学習は難しいので、以下のように授業を進めます。
１．英文を読んでまとめ、読んだ内容について Discussionを行う学習を中心に進める。
２．まとめたものをお互いに読み合い、コメントする。
３．スマホで発表用のビデオを作成し、受講生が見られるようにする（方法は授業で説明）

授業形態：講義
第１回：（イントロダクション）遠隔の説明、授業内容の説明
第２回： 英文を読んで、まとめる、議論する１（毎回）
第３回： 英文を読んで、まとめる、議論する２
第４回： 自分の趣味、関心、思い出をプレゼン１
第５回： プレゼンスクリプトの作成
第６回： プレゼンのリハーサル
第７回： プレゼンの練習とスマホ録画
第８回： プレゼンの評価（難しい場合は、中止）
第９回： 読んだ記事に基づいてのプレゼン１
第１０回： 読んだ記事に基づいてのプレゼン２
第１１回： 読んだ記事に基づいてのプレゼン３
第１２回： プレゼンの練習とスマホ録画
第１３回： プレゼンの評価（難しい場合は、中止）
第１４回： 学期全体を通じての総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 学期を通じてのWriting の課題（40%）、peer reading でのコメント（20%)、発表用ドラフトとビデオ（40%）、

教科書等

追って指示する。

授業担当者の作成したオンラインテキスト及びウェブサイト 
http://chuck-hcu.jp/LectureWeb/02EW/index.htm

担当者プロフィール
第二言語の学習・習得、使用についての研究。研究モットー：「言語は『観察だ』」。授業での口癖：「目標言語
と恋に落ちよ！」主要著書：『第二言語使用におけるコミュニケーション方略』（2000、渓水社、単著）、『成長す
る英語学習者－学習者要因と自律学習』（2010、大修館書店、共著）。さらに詳しくは： http://chuck-hcu.jp/

授業に関連する実務経
験

備考

コロナに目途がたつまで、授業は教室では行いません。授業内容はTeams で指示します。受講登録した
ら、WebClassに必ず目を通してください。Teamsに入れない場合、またはどうして分からないことがあれ
ば、iwai*hiroshima-cu.ac.jpにごご連絡ください（* は @ にかえてください。）



熱や体調不良のときには、授業には出席しないでください（ただし、コロナ感染に目途がたつまでは、オンライ
ンで授業を行います。）



科目名 英文構成法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 岩井 千秋

履修時期 後期

履修対象 ３年生以上

講義形態 講義

概要

英文構成法Ⅰを発展させ、英文構成法Ⅱはアカデミックな内容を「調べる－書く－話す」をセットにして、高度
なライティングとプレゼンテーションを行うための方法について学びます。英語サイトを用いて時事的な内容を
要約する学習や、調べた内容を自分のことばでまとめ、最終的には英文でアカデミックペーパーをまとめ、さ
らにプレゼンテーションを行います。（授業は大半を英語で行います。また、基礎的な英語力は身についてこ
とを前提とし、 TOEIC 650～700点以上を想定して授業を行います。）

科目の到達目標

１．英文を速読し、短時間で、かつ自分のことばで要点をまとめる技能を身につけること。
２．アカデミックな調査を行い、調べた内容をもとに、英文のペーパーを仕上げること。
３．さらに仕上げたペーパーをもとに、プレゼンテーションを行うこと。
４．こうした学習を通じて、フォーマルな目的で用いられる英語について理解を深めること。

受講要件 TOEIC 650点以上であることを想定。さらなる英語学習に意欲があり、高い英語力を身に着けようとしている
こと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

１．アクティブラーニングの要素を取り入れ、授業ではかなりの予習用の課題を出しますから、それに取り組
んだ上で授業に出席すること。
２．英語学習を習慣化させるため、毎週英語のエッセー（journal）を書いてノートを持参すること。
３．課題のリサーチペーパー（参考文献を除き5ページ以上）を執筆して提出すること。

講義内容

授業形態：講義
第１回：（イントロダクション）授業の目的、課題、評価方法等の説明
第２回： 学期を通じての課題（Journal writing）：要約とエッセーの書き方について
第３回： 英文の速読と要約の方法１（Notetaking と summary の方法）
第４回： 英文の速読と要約の方法２（分かりやすい要約作成のためのストラテジー）
第５回： リサーチに向けた準備（テーマの決定と計画づくり）－次週以降、リサーチの開始
第６回： アカデミックライティング１（英語の基本的かつ重要なルールについて）
第７回： アカデミックライティング２（論理構成と linking words）
第８回： アカデミックライティング３（Parallel structure とrun-on sentence）
第９回： アカデミックライティング４（段落を超えた論理構成と transitions）
第１０回：アカデミックライティング５（会話とライティングの使用語彙の違い）
第１１回：アカデミックペーパーの仕上げ１（アウトライン、アブストラクト、本文の作成）
第１２回：アカデミックペーパーの仕上げ２（Peer reading and evaluation）
第１３回： アカデミックペーパーの仕上げ３（他者のコメントを参考に revising）
第１４回：プレゼンテーションに向けた準備
第１５回：発表会（リサーチ内容に基づいたフォーマルな発表）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 学期を通じての Journal Writing の課題（20%）、授業課題（20%）、最終ペーパー（20%）、授業への参加度合い
（10%）発表会でのプレゼンテーション（30%）

教科書等

特に指定しないが、ネット上の英字新聞サイトなどを使用（The Japan Times, Voice of America, Washington
Post など）

参考書・参考資料等
授業担当者の作成したオンラインテキスト及びウェブサイト 
http://chuck-hcu.jp/LectureWeb/02EW/index.htm

担当者プロフィール
第二言語の学習・習得、使用についての研究。研究モットー：「言語は『観察だ』」。主要著書：『第二言語使用
におけるコミュニケーション方略』（2000、渓水社、単著）、『成長する英語学習者－学習者要因と自律学習』
（2010、大修館書店、共著）。さらに詳しくは： http://chuck-hcu.jp/

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 Communication in EnglishⅠ

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 ウイリアムス マーク

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態

概要

In a series of dynamic and highly interactive lessons centred on presentation and discussion, students will
practice and extend their reading, writing, 
listening and speaking skills to a high level of competency. Guided by the teacher, this course is student-
led, and emphasizes reflective learning, peer-teaching, self-evaluation. This course is ideal for motivated
students 
wishing to achieve a high level of English, but it should be especially 
useful to anyone hoping to help others learn English. Students will work insmall groups, and prepare and lead
several class discussions about issuesand topics of their choice. Students will develop their academic
discussion skills. In each lesson all four skills are practiced, and students will be 
expected to read, write and listen in preparation for speaking in class. They will also write reports based on
class activities. Students are expected tomonitor and develop their own learning strategies as well as
evaluate the 
learning experience provided by each lesson. In discussions students will 
be expected to demonstrate critical thinking and the appropriate use of 
evidence in argument.

科目の到達目標

The goals of this class are:
To make students aware of the different ways to improve their English communication
To engage in a lot of English communication practice through discussion
To have students advance their English communication level through increased vocabulary and phrasal
knowledge.
To develop discussion skills and critical thinking.

受講要件 Students are expected to communicate in English, prepare for and participate fully in all classes.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

Students are expected to be active and independent learners and therefore need to as much work outside
the class to improve their English skills. Students should prepare for every lesson. Keep notes of the
content of each lesson. Record new vocabulary and expressions. Review each lesson. All students must
bring a dictionary to class (smartphone is ok), a folder for handouts and writing.

講義内容

1：Introduction to the class and course overview. Learning Strategies/Teaching 
Strategies. Skill emphasis- Speaking, Reading, Note-taking and Discussion.
2：Learning Methods. Skill emphasis- Reading, Listening, Speaking, Writing.
3：Discussion skills: Expressing Opinions with evidence. Skill emphasis- Speaking, Listening, Reading and
Writing. 
4：Discussion skills: Building Arguments. Skill emphasis- Speaking, Listening, 
Reading and Writing. 
5：Small Group discussions : Expressing Opinions with evidence. Skill emphasis- Exchanging views, Speaking,
Listening, Note-Taking, Writing Evaluative Reports.
6：Small Group discussions: Building Arguments. Skill emphasis- Exchanging views, Speaking, Listening,
Note-Taking, Writing Evaluative Reports.
7：Discussion: Responding to news. Skill emphasis- Reading, Exchanging views, Speaking, Listening, Writing.
8：Chairing a Discussion and other roles. Skill emphasis- Speaking and Listening.
9：Group Discussion Preparation. Skill emphasis- Reading, Writing, Listening, Speaking.
10：Group Discussion 1: Student Choice (Topics on Life).Effective Use of Evidence. Skill emphasis-
Speaking, Listening, Reading, Writing.
11：Group Discussion 1：Student Choice (Topics on Life).
Building Argument. Skill emphasis- Speaking, Listening, Reading, Writing.
12：Group Discussion 2: Student Choice(Topics on Society).Effective Use of Evidence. Skill emphasis-
Speaking, Listening, Writing, Reading.
13：Group Discussion 2 Student Choice(Topics on Society).Building Argument. Skill emphasis- Speaking,
Listening, Writing, Reading.
14：Review and evaluation. Skill emphasis- Speaking, Listening, Writing, Reading.
15：Group Discussion: Review of the course and assessment of progress made and further learning. Skill
emphasis- Speaking, Listening, Reading and Writing.

Final Exam

期末試験実施の有無

評価方法・基準
Class participation (50%) 
Homework assignments (20%) 
Record of Work and Vocabulary (10%) Final exam (20%)

教科書等 No Text. Materials will be provided as required



担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 Students should bring an electronic dictionary, clear file, Vocabulary book to 
each lesson.



科目名 Communication in EnglishⅡ

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 ウイリアムス マーク

履修時期 後期

履修対象 3年

講義形態

概要

Students will work in small groups, and prepare and lead several class 
discussions about issues and topics of their choice. Students will develop
their academic discussion skills. In each lesson all four skills are practised,and students will be expected to
read, write and listen in preparation for speaking in class. They will also write reports based on class
activities. 
Students are expected to monitor and develop their own learning strategiesas well as evaluate the learning
experience provided by each lesson. In 
discussions students will be expected to demonstrate critical thinking and 
the appropriate use of evidence in argument.

科目の到達目標

The goals of this class are:
To make students aware of the different ways to improve their English communication
To engage in a lot of English communication practice through discussion
To have students advance their English communication level through increased vocabulary and phrasal
knowledge.
To develop discussion skills and critical thinking.

受講要件 Students are expected to communicate in English, prepare for and participate fully in all classes.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 All students must bring a dictionary to class (smartphone is ok), a folder for handouts and writing.

講義内容

1：Introduction to the class and course overview. Learning Strategies/Teaching 
Strategies. Skill emphasis- Speaking, Reading, Note-taking and Discussion.
2：Discussion skills reviewed: Examining and extending key expressions for class discussions. Oral practice,
listening strategies. Skill emphasis- Speaking, Listening, Reading and Writing. 
3：Discussion: Learning Skills. Students design mini-lessons on aspects of learning. Skill emphasis- Reading,
Writing, Speaking and Listening.
4：Language Focus: Citing Evidence (Reading and reporting information orally) Skill emphasis- Reading,
Writing, Speaking and Listening.
5:Discussion : Responding to News. Skill emphasis- Reading, Listening and exchanging information orally)
6: Discussion : Student-led discussion based on Readings. Skill emphasis-Reading, Speaking, Listening and
Writing.
7: Discussion and Language Focus: Pronunciation. Students prepare lessons on pronunciation. Skill
emphasis- Speaking, Listening, Reading and Writing.
8: Discussion related to the previous topics. Skill
emphasis- Reading, Writing, Speaking and Listening.
9: Discussion: Responding to Research. Skill emphasis- Reading, Writing, Speaking and Listening.
10: Discussion: Education. Students discuss topic related to Education. Skill emphasis- Reading, Writing,
Speaking and Listening.
11: Discussion and Language Focus : Stress and Intonation. Students prepare their own lessons on stress
and intonation. Skill emphasis- Speaking, Listening, Reading and Writing.
12: Group Discussion. Skill emphasis- Speaking, Listening, Reading and Writing.
13: Presentation and Discussion. Students present and evaluate each other's talks on life. Skill emphasis-
Reading, Writing, Speaking and Listening.
14: Presentation and Discussion. Students present and evaluate each other's talks on society. Skill
emphasis- Reading, Writing, Speaking and Listening. 
15: Discussion: Review of the course and assessment of progress made and further earning. Skill emphasis-
Speaking, Listening, Reading and Writing.

Final Exam

期末試験実施の有無

評価方法・基準
Class participation (50%) 
Homework assignments (20%) 
Record of Work and Vocabulary (10%) Final exam (20%)

教科書等 No Text. Materials will be provided as required

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 Students should bring an electronic dictionary, clear file, Vocabulary book to each lesson.





科目名 英語聴解法

単位数 2.0

担当者 宮川 真（非常勤講師）

履修時期 後期

履修対象 ３年生

講義形態 講義

概要

英語を使う際、壁となりうるものが聞き取りである。単に英語を聞くだけでは、聴解力は上がらないといっても
過言ではない。英語の聞き取りが難しい理由として、①語彙力不足（知らない単語は聞き取れない）② native
speakers of English と自分の英単語の発音を比べた際に大きな差がある ③英単語が集まり文章となった場
合、同化する音、弱くなる音などの英語の音の法則に関する理解が乏しいなどが挙げられる。この授業では、
これらのことを念頭に置き、シャドーイング練習を重ねていく。自分の英語の発音やイントネーションがnative
speakers of Englishのものに近づくと「聞き取れる！」と実感できると思う。（授業形態：演習）

科目の到達目標

シャドーイング（音声を聞き、すぐ後につけて復唱する）を行うことにより、以下の目標に到達するようにする。

①自分の英単語の発音をnative speakers of English の発音に近づける。
②英単語が集まり文章となった場合、隣り合った単語が互いに影響し、音がどう変化するかなど英語の音に
関する理解を深める。
③日常会話やニュースなどでよく使われる語彙を覚える。

ただ単に英語を聞き流すのではなく、上記3点を意識的に行うことで、聴解力を上げることを目標とする。ま
た、この授業で英語聴解力を上げるための勉強法を身に着け、この後も、授業外で同様の自主学習が続けら
れるようになることも目標とする。

受講要件 高度な英語力を身に付けたいという強い意志を持つ学生

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業外でも、英語の音声を聞き、シャドーイングする時間をとること

講義内容

第１回：授業の進め方・予習方法について
第２回：Topic: Phycology (1) （聞こえにくい音～〔n〕前後の〔t〕〔d〕等）
第３回：Topic: Phycology (2) （聴解による内容理解の確認）
第４回：Topic: Energy Problems (1) （無声音と有声音の比較 ～〔f〕と〔v〕など）
第５回：Topic: Energy Problems (2) （聴解による内容理解の確認）
第６回：TED TALKS Listening Project (1) （音の同化～meet youなど）
第７回：TED TALKS Listening Project (2) (InputからOutputへ：Discussion)
第８回：Topic: Education (1) （破裂音～〔p〕〔b〕〔t〕〔d〕〔k〕〔g〕等）
第９回：Topic: Education (2) （聴解による内容理解の確認）
第１０回：One-minute speech (English pronunciation and intonationを確認します) 
第１１回：TOEIC Listening (Part 1の写真描写形式問題) 
第１２回：TOEIC Listening (Part 2の応答形式の問題) 
第１３回：TOEIC Listening (Part 3の会話形式の問題) 
第１４回：PowerPoint Presentation Preparation 
第１５回：PowerPoint Presentation
定期試験 ：Listening Test

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

課題（毎授業シャドーイングのパフォーマンスを音声ファイルで回収します。TED TALKS Listening Projectで
は、各自が作成した要約を回収します。）と授業参加状況（２０％）、リスニング期末試験（６０％）、英語発音・
イントネーションの確認のためのショート・スピーチ（２０％）で総合的に評価する。欠席回数が4回以上になる
と、不可とする。また、課題提出が2/3以下の場合、リスニング期末試験受験資格なしとする。

教科書等

参考書・参考資料等
授業で提示します。(VOA, TED TALKSなどを使用する予定)

LMS（Learning Management System）を使用します。各自、授業外でアクセスすること

担当者プロフィール
英国The University of Warwick、The University of London にて英語教育を研究
愛猫家
趣味：美術館巡り

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 時事英語

単位数 2.0

担当者 宮川 真（非常勤講師）

履修時期 前期

履修対象 ３年生

講義形態 講義

概要
テキスト・プリント等を使用し、時事問題を取り扱った英文記事の理解と記事の背景理解を目標とする。また、
学期末には、グループで時事問題をリサーチし、英語でパワーポイントを作成、発表してもらうことを予定して
いる。

科目の到達目標

英語の勉強を行っていると、英語を上達することにばかり気が向いてしまいがちですが、いざ英語を使って会
話をしようとする際、I don’t know what I want to talk about in English と感じたり、英語で会話をしていて相手
に意見を求められた際、I don’t know what is going on in the world と言ったりするようでは、円滑な英語コ
ミュニケーションは行えません。本授業では、

① 時事問題を取り扱った英文記事を理解する
② その英文記事の背景に関する知識を構築する
③ 時事問題を取り扱った記事で多用される英語表現を自分でも使えるようになるようにする
④ 時事問題を取り扱った記事の中で使われる文法を確認する

ことを毎授業の目標とします。また、授業外でも、英語で日々発信されるインターネットの記事を自分で読め、
英語で時事問題に関して自分の意見を述べられるようになることを最終目標とします。

受講要件 TOEIC５００点程度以上の英語力

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
本授業は、テキスト等の予習がなされていることを前提に行うので、各自予習を行ったうえで授業に臨むこ
と。英単語を調べる時には、意味だけを確認するのではなく、品詞・語法も確認すること。また、英英辞書も活
用すること。

講義内容

授業計画
第１回：授業の進め方・予習方法について
第２回：Chapter 1 (震災の傷跡)
第３回：Discussion (Volunteer work)
第４回：Chapter 7 (語られはじめたジェンダー)
第５回：Chapter 11 (現代日本の家族)
第６回：Chapter 5 (移民と帰属意識)
第７回：Discussion (How can we make a society friendly to minority groups?)
第８回：TED TALK project (各自要約を作成)
第９回：TED TALK project (Group Discussion）
第１０回：Chapter 10 (ネット環境と情報社会)
第１１回：Discussion (SNS problems)
第１２回：Chapter 14 (グローバル市場と労働問題)
第１３回：Discussion (Child Labour)
第１４回：Review and preparation for group presentation
第１５回：Group PowerPoint Presentation in English
定期試験（試験期間中に実施） Timed essay

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
課題（毎授業予習用プリントを配布します）と授業参加状況（授業中、ペアになって英語で意見交換・情報交
換をしてもらいます）（３０％）、期末試験（４０％）、英語でのグループ・プレゼンテーション（３０％）で総合的に
評価する。欠席回数が4回以上になると、不可とする。

教科書等

テキスト
Different Perspectives: Understanding Current World Issues
発行所：金星堂 1,900円＋税 ISBN 978-4-7647-3980-2 C1082

参考書・参考資料等
授業で提示します。

LMS（Learning Management System）を使用します。各自、授業外でアクセスすること

担当者プロフィール
英国The University of Warwick、The University of London にて英語教育を研究。
愛猫家
趣味：美術館巡り

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 言語・コミュニケーション研究入門A

単位数 1.0

担当者 講師 藤原優美、教授 青木信之

履修時期 第３ターム

履修対象 一年次

講義形態 講義

概要

この授業は、国際学部5プログラムのひとつ、「言語・コミュニケーション（LC)プログラム」の入門科目で
す。LCプログラムの2名の教員が、それぞれの専門分野の知見を分かりやすく講義していきます。入門科目
ですから、「具体的に」「理解しやすく」「噛み砕いて」話すことを心がけ、受講生にLC研究に興味・関心をもっ
てもらえるように講義を進めていきます。

科目の到達目標

本講義を通して、受講生が以下のことができるようになることを目標とします。
1. 言語コミュニケーションプログラムでどのようなことが学べ、研究できるのかを知る。
2. 言語に関する理解を深める。言語学の基礎知識を身につける。
3. 英語学習について理解を深める。英語教育に関する基本的な知識を身につける。

受講要件 特になし。国際学部のすべての学生が対象。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前・事後学習のためのプリントの配布、あるいは課題図書や課題映像を指定します。

講義内容

前半４回：担当 藤原
１ イントロ（言語・コミュニケション関係教員の紹介）
言語とは何か？（定義、一般的特徴、言語学の諸分野など）
２ 言語と社会について
３ 言語と文化について
４ 世界の諸言語について＋試験

後半４回：担当 青木
１ 英語学習とは？
２ 英語教育とは？
３ 「CALL英語集中」とは？
４ 教職等について+試験

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点、課題、試験などを総合的に評価する。

教科書等 別途提示する。

担当者プロフィール 各担当者の他の科目を参照してください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 言語・コミュニケーション研究入門B

単位数 1.0

担当者 教授 岩井千秋、教授 ゴーマン・マイケル

履修時期 第４ターム

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
この授業は、国際学部５プログラムのひとつ、「言語・コミュニケーション（LC)プログラム」の入門科目で
す。LCプログラムの開設科目を担当する２名がそれぞれの専門性を活かし、このプログラムでどのようなこと
が学べるのか、あるいはどのような研究ができるのかについて、特に外国語学習（岩井）とアメリカ文学（ゴー
マン）の観点から講義を行います。入門科目ですから、LC研究に対して多く学生に興味や関心をもってもらえ
るように、「分かりやすく」講義を進めていきます。

科目の到達目標
本講義を通じ、受講生が以下のことができるようになることを目標とする：
１．外国語学習に関する研究や英米文学研究のテーマや基本理論について理解する。
２．言語コミュニケーションプログラムでどのようなことが学べ、研究できるのかを知る。

受講要件 特になし。国際学部のすべての学生が対象。「言語・コミュニケーション研究入門A」（第３ターム科目）を履修
していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 プリントを配布したり、課題映像を指定したりすることがあるかもしれないので、担当者の指示に従うとこ。

講義内容

前半４回：担当 岩井
１．“One cannot not communicate.” 人はなぜコミュニケートしないわけにいかないのか？
２．言語コミュニケーションの諸問題－誤解を例に。
３．外国語（L2）学習の重要性― Why and How
４．L1とL2によるコミュニケーションの相違点、類似点（＋小テスト）

後半４回：担当 ゴーマン
１．Literary genres and the study of literature
２．Literature in English and American Culture; begin Dead Poets Society
３．Literary allusions in Dead Poets Society; finish Dead Poets Society 
４．Robert Herrick and the concept of "carpe diem"; discuss Dead Poets Society (+ Mini test)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 各担当教員が課すレポートと小テストを合計して評価します。レポートの書き方は各教員の指示に従うこと。
授業内容を理解し、自分の考えを発展させることが重要です。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 各担当者の他の科目を参照してください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係論

単位数 2.0

担当者 教授 吉田 晴彦

履修時期 前期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義 WEBClass参照のこと。2020年度前期はオンライン講義の予定。
「グローバル化」の荒波の中で、国際情勢はめまぐるしく変容しつつある。様々な視点を持った多様なアクター
が織りなす「国際関係」を私たちはどのように認識し、それについてどのように対処しようとしているのだろう
か。国際関係が変容してきた状況と、私たちの「国際認識」の問題を中心に考えていくことにしたい。

科目の到達目標

無数の情報が世界中から洪水のように押し寄せてくる現代社会。しかし、それらを見きわめていく「眼」を持た
ねば、いかに有益な情報も単なる雑音にすぎない。この講義では、社会科学という視点から、現在世界で問
題となっているいくつかのテーマについて取り上げながら、「国際関係を見る眼」を養う力を身につけることを
目標とする。

受講要件 前期はオンライン講義となるので、安定した通信環境の確保が望ましい。可能な限りZoomでの講義を予定し
ているので、スマートフォンよりもパソコンの利用が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

テキストや参考書の関連箇所を随時チェックしておくこと。また、普段から新聞やテレビの報道をチェックする
よう心がけておくこと。
講義の中で、随時レポートを書いていただきます。それら情報を加味して皆さん自身の考えをまとめ、また見
つめ直す機会にしてください。

講義内容

1 ガイダンスとイントロダクション
2 国際関係とは何か 
(1)国際関係のイメージ
(2)様々なアクターがおりなす関係
3 国際関係とは何か
(1)近代以降の国際関係
(2)変容する国際認識
(3)変容する問題意識
(4)グローバル化の時代
(5)国民国家の現在
5 多様な人々が暮らす世界
(1)国際関係とアイデンティティ
(2)国際関係と国際交流
(3)国際交流と戦争
(4)国際化の時代
(5)グローバル化の時代
(6)国家という「非常識」
6 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（講義内で課されるレポート）5割、期末レポート5割の配分を基準に評価を行う。また、評価法としては
相対評価を基本とする。

教科書等

教科書
中村都編『新版 国際関係論へのファーストステップ』法律文化社、2017年。

参考書として
戸田真紀子・勝間靖・三上貴教編『改訂版 国際社会を学ぶ』晃洋書房、2019年。 
その他、講義内で適宜指示する。

担当者プロフィール

国際関係論、特に政府レベルおよび市民レベルの国際協力の問題について研究しています。著書に『改訂
版 国際社会を学ぶ』（共著、晃洋書房）、『新版 国際関係論へのファーストステップ』（共著、法律文化社）、
『なぜ核はなくならないのか』(共著、法律文化社）、『マイノリティの国際政治学』(共著、有信堂）、『国際関係
論を超えて』(共著、山川出版社）、『アクター発の平和学』(共著、法律文化社）、『現代アジアの変化と連続
性』(共著、彩流社）、『世界の眺めかた』(共著、千倉書房）など

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係史入門

単位数 2.0

担当者 准教授 倉科一希

履修時期 前期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要 19世紀から21世紀初頭にかけての、国際関係史の基本的な展開を学ぶ。同時に、主権や国民、無秩序状態
のような、国際関係論・国際政治学の基本的な概念を、歴史的な事象の中で紹介する。

科目の到達目標
1．現在の世界がどのように形作られてきたかを理解し、個別の事例についてさらに深く学ぶための基本的な
情報を理解する。
2．国際関係論や国際関係史で用いられる基本的な概念を理解し、今後の講義を深く理解する基盤を築く。

受講要件 とくになし（高校時代に世界史を受講していなくてもかまわない）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
第一回講義で詳細なシラバスを配布し、各講義に該当する教科書のページを指定するので、事前に確認す
ること。また、毎講義の終わりに提出するレポートは次の講義の際に返却するので、採点やコメントを踏まえ
て自分の理解度を確認すること。

講義内容

１．はじめに
２．近代主権国家体制の生成
３．勢力均衡とナショナリズム
４．帝国主義の時代
５．第一次世界大戦の衝撃
６．第一次大戦後の国際秩序
７．国際秩序の崩壊
８．冷戦の起源と分断体制の形成
９．グローバル化する冷戦
１０．冷戦体制の変容
１１．冷戦終結への道
１２．冷戦後の地域紛争と人権
１３．地域統合と分裂
１４．極なき世界
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点 60％（各講義中に取り上げた主要概念をまとめた小テストによる）
レポート 40％

教科書等
教科書：広島市立大学国際学部国際政治・平和フォーラム『世界の眺めかた―理論と地域からみる国際関
係』（千倉書房、2014年）
教科書：小川浩之・板橋拓己・青野利彦『国際政治史―主権国家体系のあゆみ』（有斐閣、2018年）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦と同盟―冷戦終焉の
視点から』（共著、松籟社）など。

授業に関連する実務経
験

備考 講義に関連する情報を、大学が提供するメールアドレスに送ることがあるので、定期的に確認すること。



科目名 国際法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 太田 育子

履修時期 前期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

ドキュメンタリー番組や新聞記事などを利用し、時事的な国際問題にも留意しつつ、国際法とは何か、国際法
は何をなしうるのか、国際法はいかに作用するか、について考察していきます。
国際法Ⅰでは、「イラク戦争」を題材に、総論（主体、歴史、成立形式など）を、国際法Ⅱでは総論を復習しな
がら、「1969年ウィーン条約法条約」を中心に、各論（空間秩序、人権、環境、紛争処理など）を学びます。
通年で受講することを想定して、講義を行います。Ⅰ・Ⅱともに後半は、教科書から関心あるトピックを選び、
グループでプレゼンテーションを行っていただきます。

科目の到達目標
（１） 国際法（国際社会を規律する法）の基本概念を理解しつつ、各自の国際社会観を拡げ深めましょう。
（２） 現実（国際社会に生起する事象）と法とのかかわりを検討しつつ、自分自身の実現したい価値と、日本
社会そして国際社会がどのような関係にあるか、考え始めましょう。

受講要件 「法学（日本国憲法）」、「平和と人権」を履修していると、講義内容の理解がより深まるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

前期の国際法Ⅰでは、講義で使う「法律用語」に慣れるまで、しばらく時間がかかるかも知れません。
特定の意味を正確に伝えるための「記号」であるだけで、慣れの問題です。
どうぞ「難しい！」と自分で学びのブロックを作ることなく、講義で配布した資料や指示した箇所は、講義後に
必ず目を通しておいてください。その際には、国語辞典や法律用語辞典も、積極的に使ってみてください。

講義内容

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

第1回 オリエンテーション／イラク戦争から見る国際法の現状と課題
（１） 武力行使禁止原則とその例外
第2回 イラク戦争から見る国際法の現状と課題 （２） 対イラク開戦の合法性
第3回 イラク戦争から見る国際法の現状と課題 （３） 軍事占領とイラクの主権回復
第4回 平和と安全の維持 （１） 国際法における武力行使の違法化
第5回 平和と安全の維持 （２） 集団的安全保障
第6回 平和と安全の維持 （３） 国連平和維持活動と軍縮
第7回 国際人道法 （１） 概念と成立基盤
第8回 国際人道法 （２） 戦闘の手段・方法の規制と戦争犠牲者の保護
第9回 国際人道法 （３） 対テロ戦争とジュネーヴ諸条約の適用
第10回 国際紛争処理 （１） 紛争の平和的処理義務と処理手段の特徴
第11回 国際紛争処理 （２） 仲裁裁判・司法裁判と国際組織の政治的機関の取組み
第12回 国際紛争処理 （３） 戦争犯罪と国際刑事裁判
第13回 国際紛争処理 （４） 普遍的裁判管轄権と外交特権免除
第14回 国際紛争処理 （５） 移行期正義と真実委員会
第15回 国際紛争処理 （６） ICJと1996年「核兵器威嚇・使用の合法性」勧告的意見

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

到達目標： 国際法体系の全体像を把握し、基礎知識を習得するとともに、「講義のねらい」に沿って、各自の
関心分野の専門知識を拡充します。

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

評 価： 教科書から関心あるトピックを選んでの個別レポート（2000字以上、参考文献つき、［当初予
定：2020年8月4日火曜・午後5時締切］）提出により評価します。
レポートは、①国際法体系のなかでの各自の関心分野の位置づけが妥当になされているか（20％）、②各自
の関心分野における国際法知識は妥当か（30％）、③論述の論理構成は妥当か（30％）、④論述が各自の問
題意識を妥当に反映しているか（20％）、の基準で評価します。

教科書等 教科書：森川幸一他『国際法で世界がわかる』（岩波書店、2016年）
参考書：加藤信行他 『ビジュアルテキスト国際法』（有斐閣、2017年）、その他、適宜指示します。

担当者プロフィール

国際法・国際人権法専攻、法学博士(Stanford Univ.). 

国際合意の履行確保を契機とする国内法政策の変容に関心があり、近年の研究テーマは「市場のグローバ
ル化に伴う主権機能の変質と日本の労働力再生産過程（ケア）における公益確保」。共著に『日本と国際法
の100年 第４巻 人権』（三省堂）、『現代世界と福祉国家』（御茶の水書房）など。

授業に関連する実務経 【実務経験】1991年6月～1992年10月 外務省経済局海洋課調査員



験 (国連海洋法条約の逐条解説作成など国際法業務の補助)

備考



科目名 国際法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 太田 育子

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要

ドキュメンタリー番組や新聞記事などを利用し、時事的な国際問題にも留意しつつ、国際法とは何か、国際法
は何をなしうるのか、国際法はいかに作用するか、について考察していきます。
国際法Ⅰでは、「イラク戦争」を題材に、総論（主体、歴史、成立形式など）を、国際法Ⅱでは総論を復習しな
がら、「1969年ウィーン条約法条約」を中心に、各論（空間秩序、人権、環境、紛争処理など）を学びます。
通年で受講することを想定して、講義を行います。Ⅰ・Ⅱともに後半は、教科書から関心あるトピックを選び、
グループでプレゼンテーションを行っていただきます。

科目の到達目標
（１） 国際法（国際社会を規律する法）の基本概念を理解しつつ、各自の国際社会観を拡げ深めましょう。
（２） 現実（国際社会に生起する事象）と法とのかかわりを検討しつつ、自分自身の実現したい価値と、
日本社会そして国際社会がどのような関係にあるか、考え始めましょう。

受講要件
「法学（日本国憲法）」、「平和と人権」を履修していると、講義内容の理解がより深まるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

国際法Ⅰと通年で受講することを想定して講義を行います。国際法Ⅱからの受講は自由ですが、その場合に
は、配布レジュメの内容を理解するために、参考書による自習（復習）が、必要となるかも知れません。また、
各自の国際社会観を拡げ深めるために、関連するメディア報道を視聴したり、新聞記事等を読んでみましょ
う。

講義内容

１ イントロダクション（国際法Ⅰ試験講評）
２ 条約法： 条約の成立①
３ 同②
４ 条約の留保と解釈宣言
５ 条約の解釈と適用①
６ 同②
７ 条約の無効と終了
８ 教科書選択項目・グループプレゼン１＋関連講義
９ 教科書選択項目・グループプレゼン２＋関連講義
１０ 教科書選択項目・グループプレゼン３＋関連講義
１１ 教科書選択項目・グループプレゼン４＋関連講義
１２ 教科書選択項目・グループプレゼン５＋関連講義
１３ 教科書選択項目・グループプレゼン６＋関連講義
１４ 教科書選択項目・グループプレゼン７＋関連講義
１５ 教科書選択項目・グループプレゼン８＋関連講義

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

到達目標： 国際法各論の基礎知識を習得するとともに、「講義のねらい」に沿って、各自の関心分野の専門
知識をより拡充します。
評 価： 教科書から関心あるトピックを選んでのグループプレゼンテーション（受講者数に応じた回数）と、クラ
スからの質疑応答を経ての、同トピックに関する個別レポート（2000字以上、参考文献つき、2021年2月2日火
曜5時締切）提出により評価します。
レポートは、①国際法体系のなかでの各自の関心分野の位置づけが妥当になされているか（20％）、②各自
の関心分野における国際法知識は妥当か（30％）、③論述の論理構成は妥当か（30％）、④論述が各自の問
題意識を妥当に反映しているか（20％）、の基準で評価します。

教科書等
教科書：森川幸一他『国際法で世界がわかる』（岩波書店、2016年）
参考書：①加藤信行他 『ビジュアルテキスト国際法』（有斐閣、2017年）、
②国際法学会編 『国際関係法辞典（第2版）』（三省堂、2005年）、その他、適宜指示します。

担当者プロフィール 国際法Ⅰのプロフィールをご参照ください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】1991年6月～1992年10月 外務省経済局海洋課調査員
(国連海洋法条約の逐条解説作成など国際法業務の補助)

備考



科目名 国際協力論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 吉田 晴彦

履修時期 前期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義 WEBclass参照のこと。
現在の国際社会は、単に諸国家が共存する時代から、国家やそれ以外の行為体(アクター）が積極的に協力
し合わなければならない時代へと移行しつつある。しかしながら、その現実は、政治的にも経済的にも様々な
矛盾に満ちている。そうした矛盾はどのように解消されようとしているのか。前期は、国際開発協力を中心
に、国際協力のあゆみや国際協力の仕組みなどについて考えながら、そうした問題について検討する。

科目の到達目標 どのような「行為体」が、どのような「課題」に対して、「なぜ」「どのように」国際協力に関わっているのか、そし
てそこにどのような意味があるのかという問題について、理論と現実の両側面から考察する力を身につける。

受講要件 前期はオンライン講義を予定しているので、安定した通信環境を確保しておくことが望ましい。Zoomでの講義
を予定しているので、スマートフォンよりもカメラ・マイク内蔵PCの利用が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
通常の講義の他、特に後半では英語文献を教材として使用する。メーリングリスト利用による課題提出など
が課されるので、承知しておくこと。 他メンバーの提出課題に対するコメント、参考資料の提示など、講義へ
の積極的参加が大きな評価ポイントとなる。

講義内容

1 ガイダンスとイントロダクション 
2 国際協力とは何か
3 国際社会の現状：なぜ国際協力が求められるのか
4 戦後世界と国際協力 
4 南北問題の登場 
5 冷戦と国際協力
6 開発協力の本格化
7 深刻化する南北問題
8 相互依存と国際協力
9 開発援助のジレンマ(1)
10 開発援助のジレンマ(2)
11 開発援助のジレンマ(3)
12 経済と開発援助(1) 
13 経済と開発援助(2)
14 経済と開発援助(3)
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点(課題の提出、講義内での発言など）8割、その他の評価対象（追加で科されるレポート、特別講義へ
の参加など）2割の配点を基本とする。また、評価は相対評価を基本とする。

教科書等 S.J.Tisch & M.B.Wallace, Dilemmas of Development Assistance, Westview, 1994.(必要箇所のコピーを配布す
る)

担当者プロフィール

国際関係論、特に政府レベルおよび市民レベルの国際協力の問題について研究しています。著書に『改訂
版 国際社会を学ぶ』（共著、晃洋書房）、『新版 国際関係論へのファーストステップ』（共著、法律文化社）、
『なぜ核はなくならないのか』(共著、法律文化社）、『マイノリティの国際政治学』(共著、有信堂）、『国際関係
論を超えて』(共著、山川出版社）、『アクター発の平和学』(共著、法律文化社）、『現代アジアの変化と連続
性』(共著、彩流社）、『世界の眺めかた』（共著、千倉書房）など

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際協力論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 吉田 晴彦

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態:講義
現在の国際社会は、単に諸国家が共存する時代から、国家やそれ以外の行為体(アクター）が積極的に協力
し合わなければならない時代へと移行しつつある。しかしながら、その現実は、政治的にも経済的にも様々な
矛盾に満ちている。後期は特に、国際協力が抱えるジレンマとはどのようなものか、それを克服するための方
策にはどのようなことが考えられるのか、といった問題について考察する。

科目の到達目標 どのような「行為体」が、どのような「課題」に対して、「なぜ」「どのように」国際協力に関わっているのか、そし
てそこにどのような意味があるのかという問題について、理論と現実の両側面から考察する力を身につける。

受講要件 国際協力論Ⅱの後半は、国際協力論Ⅰの後半で使用したテキストの続きを輪読する。従って、国際協力論Ⅰ
の受講を前提とする。ただし、関心のある人にはⅡからの受講も可。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
メーリングリストなどを用いて課題をこなす必要があるので承知しておくこと。 特に他メンバーの提出課題に
対するコメントや参考資料の提示など、講義への貢献度が大きな評価対象となるので、積極的な参加を期待
する。

講義内容

1 ガイダンスとイントロダクション
2 債務問題 
3 冷戦終結との国際協力
4 21世紀の国際協力
5 ODAとは何か 
6 ODAの仕組み
7 ODAの現状
8 国際協力と政治(1)
9 国際協力と政治(2)
10 国際協力と政治(3)
11 国際協力と経済(1)
12 国際協力と経済(2)
13 国際協力と経済(3)
14 国際協力とその担い手
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義内で科された報告、発言などの平常点を8割、その他の評価対象（追加レポート、特別講義への参加な
ど）2割の基準で評価を行う。 評価は相対評価を基本とする。

教科書等 S.J.Tisch & M.B.Wallace, Dilemmas of Development Assistance, Westview.(必要箇所のコピーを配布する)

担当者プロフィール

国際関係論、特に政府レベルおよび市民レベルの国際協力の問題について研究しています。著書に『改訂
版 国際社会を学ぶ』（共著、晃洋書房）、『新版 国際関係論へのファーストステップ』（共著、法律文化社）、
『なぜ核はなくならないのか』(共著、法律文化社）、『マイノリティの国際政治学』(共著、有信堂）、『国際関係
論を超えて』(共著、山川出版社）、『アクター発の平和学』(共著、法律文化社）、『現代アジアの変化と連続
性』(共著、彩流社）、『世界の眺めかた』(共著、千倉書房）など

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際社会論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 湯浅 正恵

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義 
みなさんが小学生だった頃、街頭や広場にあふれる普通の人々の政治行動で、世界は大きく揺れ動いてい
ました。2010年チュニジアに始まった「アラブの春」では、民衆の反政府デモにより長期独裁政権が次々に倒
れました。その翌年アメリカでは「ウォール街を占拠せよ！」を合言葉に、経済界や政界への抗議の意思表示
としてのデモや座り込みが、半年以上継続しました。そして日本では「絶対安全」と言われた原子炉３基がメ
ルトダウンし、2012年６月には20万人の反原発・脱原発デモが首相官邸を取り囲みました。デモは原子力発
電の中止を求めただけではありませんでした。政官学そしてメディアの癒着構造への抗議、民主主義の危機
や科学万能主義への警鐘などざまざまな主張と、社会変革の要求がありました。
それから9年が経過し「アラブの春」は混乱からさらなる抑圧と紛争へ、アメリカではトランプ政権のもと民主的
要求は人種主義や排外主義に乗っ取られたかのようです。それでは日本ではどうでしょうか？本講義では、
福島第一原発事故を振り返りながら、原発事故がもたらした日本社会への影響を多面的に考え、それを国際
社会の今に位置付けます。

科目の到達目標 「原子力エネルギー」「放射性物質」というモノをとおして、私たちの日常生活と国際社会をつなぐ視点を養い
ます。

受講要件 本講義の理解をより深めるために全学科目の社会学をできれば受講ください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前・事後課題は必ずあると考えてください。ただし受講者数や受講者の通信環境により課題量は変化しま
す。

講義内容

1 イントロダクション：国際問題としての福島第一原子力発電所事故
2-3 日本の原子力利用の国際的文脈
4-6 原発推進と抵抗の歴史 
7 東京電力福島第一原発事故
8-9 避難と復興をめぐる政治・経済・社会
10-11放射線防護の科学
12 福島原発事故の国際的影響
13 原発と民主と平和
14 まとめ

＊受講生の人数と通信環境、授業の進み具合によって内容を変更する場合があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（50％)と期末レポート（50％）で評価します。

教科書等 必要に応じて資料は配布します。

担当者プロフィール
大学では心理学を学び、大学院では学際的な国際学を志しました。なによりも現代社会に生きる一人として、
理論を用い自らの現場に光をあて、見て、感じて、他者との共同的実践に結び付けていく、そのような勉強を
皆さんと一緒にやっていきたいと考えています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際社会論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 湯浅 正恵

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

今期は「戦後日本の平和主義」をテーマに講義をします。平和主義は、基本的人権の尊重や国民主権（民主
主義）とともに日本国憲法の三大原理のひとつとされています。そしてみなさんが学ぶこの広島市は、日本の
平和、ひいては世界の平和を象徴する都市とみなされてきました。原子爆弾により破壊された被爆地広島
が、平和主義を掲げ世界平和を希求するのは自明なことに思えるかもしれません。しかし広島の平和主義
は、激動する国際関係と日本政治のなかで制度化されたものであり、時代とともに形を変えながら現在まで
続いています。この講義では、核問題と撚り合された戦後日本の平和主義の歴史を概観し、現代社会を生き
る私たちの生き方として、平和主義を再考します。

科目の到達目標 私たちの常識がいかに世界と結びついているのか考えます。

受講要件 本講義の理解をより深めるために全学科目の社会学、国際社会論Iもできれば受講ください。
英語の文献も使います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の進行に応じて、予習復習の文献などを配布します。

講義内容

1 イントロダクション
2 イデオロギー、制度と歴史
3 敗戦と日本国憲法
4 サンフランシスコ体制と55年体制
5 第五福竜丸の被災から原水爆禁止世界大会へ
6 60年安保
７ 非核三原則／核四原則とNPT
8 沖縄変換
9 広島の平和行政
10 被爆者運動
11ポスト戦後社会と経済成長の終焉
12 震災と原発事故
13 安倍政権の積極的平和主義と憲法改正
14 平和主義と民主主義
15 まとめ

＊受講生の人数と授業の進み具合によって内容を変更する場合があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 グループワークや課題などの平常点（50％)と期末レポート（50％）で評価します。

教科書等 参考書：追って支持します。

担当者プロフィール
大学では心理学を学び、大学院では学際的な国際学を志しました。なによりも現代社会に生きる一人として、
理論を用い自らの現場に光をあて、見て、感じて、他者との共同的実践に結び付けていく、そのような勉強を
皆さんと一緒にやっていきたいと考えています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際安全保障論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西田 竜也

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この科目は、安全保障を専門的に学習・専攻することを希望する学生に加え、一般教養として国際政治を学
ぶ学生も幅広く対象とします。これまで「この科目のリーディング・アサインメントや課題は大変だった」との声
を踏まえ、内容を大幅に変更し、多くの学生にとって履修しやすいようにしました。
前期は、安全保障に関する基礎理論や、北朝鮮核開発問題やシリア内戦など、現在世界で問題となっている
事件に焦点を当てます。できるだけ楽しめるものとなるよう、ディスカッションやシミュレーションなどインターア
クティブなやり方をたくさん取り入れてあります。
この授業では好奇心とユーモアを発揮してください。 私も、皆が「この授業は面白い、とらなくては損だ」と思っ
てもらえるような授業にするつもりですので、ぜひ一度顔を出してみてください。
この科目は、安全保障を専門的に学習・専攻することを希望する学生に加え、一般教養として国際政治を学
ぶ学生も幅広く対象とします。これまで「この科目のリーディング・アサインメントや課題は大変だった」との声
を踏まえ、今年度からは内容を大幅に変更し、多くの学生にとって履修しやすいようにしました。
前期は、安全保障に関する基礎理論や、北朝鮮核開発問題やシリア内戦など、現在世界で問題となっている
事件に焦点を当てます。できるだけ楽しめるものとなるよう、ディスカッションやシミュレーションなどインターア
クティブなやり方を取り入れたいと思います。
この授業では好奇心とユーモアを発揮してください。 私も、皆が「この授業は面白い、とらなくては損だ」と思っ
てもらえるような授業にするつもりですので、ぜひ一度顔を出してみてください。

科目の到達目標
この科目は、単に安全保障に関する専門知識や理論を覚えることではなく、安全保障に関する様々な事例を
通じて、自ら疑問を提起し、深く考えること促し、習慣付けてゆくことにその狙いがあります。安全保障の問題
を深く追求・議論することで、物事を考えることを実践します。

受講要件 特にありません。国際政治一般に関心があれば十分です。授業では、とかく難しいと思われがちな国際政治
の事件や理論をわかりやすく解説したいと思います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業をよく理解できるよう、プリント配布します。

講義内容

１．はじめに
２．授業の進め方、授業に対する考え方
３．戦争や武力行使は悪なのか
４．戦争や紛争はなぜ起こるのか（１）
５．戦争や紛争はなぜ起こるのか（２）（囚人のジレンマと国際システム）
６．戦争の原因について考える（１）
７．戦争の原因について考える（２）
８．国際経済と平和と安定はどのような関係があるのか（１）
９．国際経済と平和と安定はどのような関係があるのか（２）
１０．防衛講話
１１．戦争の原因について考える（３）
１２．戦争の原因について考える（４）
１３．民主主義と戦争
１４．民主主義と戦争
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点20%、授業準備40%、授業参加20%、レポート20％

教科書等 教科書：小笠原高雪等編『国際関係・安全保障用語辞典』（第二版）ミネルヴァ書房、2013年

担当者プロフィール
広島市立大学で2019年まで9年間在籍していました。国際関係理論、国際安全保障論が専門であるが、幅広
く政治・経済理論を応用した公共政策に関心を持つ。外交実務、国連実務の経験もあり、理論の政策への応
用に関心がある。

授業に関連する実務経
験

外務省（大使館を含む）、国際連合開発計画（UNDP）での勤務経験あり

備考 履修取消期間以降に、やむを得ない事情により受講ができなくなった場合は、必ず事前に申し出るようにして
ください。



科目名 国際安全保障論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西田 竜也

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この科目は、安全保障を専門的に学習・専攻することを希望する学生に加え、一般教養として国際政治を学
ぶ学生も幅広く対象とします。これまで「この科目のリーディング・アサインメントや課題は大変だった」との声
を踏まえ、今年度からは内容を大幅に変更し、多くの学生にとって履修しやすいようにしました。
後期は、前期で学んだ安全保障に関する基礎理論を基に、安定した国際政治システムとはどのようなもの
か、そして、日本の安全保障をどのように維持してゆくかについて考えます。できるだけ楽しめるものとなるよ
う、ディスカッションやシミュレーションなどインターアクティブなやり方をたくさん取り入れています。
この授業では好奇心とユーモアを発揮してください。 私も、皆が「この授業は面白い、とらなくては損だ」と思っ
てもらえるような授業にするつもりですので、ぜひ一度顔を出してみてください。

科目の到達目標
この科目は、単に安全保障に関する専門知識や理論を覚えることではなく、安全保障に関する様々な事例を
通じて、自ら疑問を提起し、深く考えること促し、習慣付けてゆくことにその狙いがあります。安全保障の問題
を深く追求・議論することで、物事を考えることを実践します。

受講要件 特にありません。国際政治一般に関心があれば十分です。授業では、とかく難しいと思われがちな国際政治
の事件や理論をわかりやすく解説したいと思います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業をよく理解できるよう、プリント配布します。

講義内容

１．はじめに：授業の進め方
２．レビュー（国際システムの特質と安全保障に影響を与える諸要素）
３．日米同盟
４．在沖縄米軍基地問題
５．平和憲法と日本の安全保障
６．ディスカッション：日米同盟、在沖縄米軍基地問題と平和憲法
７．戦争と政治（１）
８．戦争と政治（２）
９．防衛講話 
１０．核戦争について考える（１）
１１．核戦争について考える（２）
１２．北朝鮮の核開発問題
１３．中国とインド太平洋地域の安全保障
１４．ディスカッション：将来のインド太平洋地域と日本の安全保障
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点20%、授業準備40%、授業参加20%、レポート20％

教科書等 小笠原高雪等編『国際関係・安全保障用語辞典』（第二版）ミネルヴァ書房、2013年; 広島市立大学広島平和
研究所編『アジアの核と平和』共同通信社、2018年

担当者プロフィール
2019年まで広島市立大学国際学部で教える。国際関係理論、国際安全保障論が専門であるが、幅広く政
治・経済理論を応用した公共政策に関心を持つ。外交実務、国連実務の経験もあり、理論の政策への応用に
関心がある。

授業に関連する実務経
験

外務省（大使館含む）、国連開発計画（UNDP）で勤務経験あり。

備考 履修取消期間以降に、やむを得ない事情により受講ができなくなった場合は、必ず事前に申し出るようにして
ください。



科目名 民族国家論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 大庭千恵子

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

講義タイトルにある「民族国家」とは「nation-state」の訳です。「国民国家」と訳されることもあり、国際関係に
おける重要なアクターのひとつと考えられています。2017年1月に就任したトランプ米国大統領の「自国第一
主義」は、「国家」「国民」「安全」をキーワードにしていますが、そもそも「state」とハイフンで結びついている
「nation」とは、どのようなものなのでしょうか？
この講義では、国際関係史における「nation-state」という概念の成立以後、現在にかけてどのような変化が
生じた（つつある）のかに焦点をあて、20世紀から現在にいたるさまざまな事例について取り上げます。
2020年度は、とくにヨーロッパにおける国境を越えた人の移動に伴う現状について、考えます。

科目の到達目標 現在ニュースでとりあげられているさまざまな事柄の意味や背景について、多角的な視点から見ることができ
るようになることが目標です。

受講要件

授業で取り上げるトピックは、一度はどこかで聞いたことがあることであったり、あるいは聞いたことはあるけ
れど詳しくは知らないことかもしれません。「自分」には関係なさそうなことも、実は気が付いていないだけで、
影響を受けているのかもしれません。
毎回の授業では、基礎情報の確認から始めますので、いま起きているさまざまな事柄の背景には何がある
のか、別の視点からみたらどのように見えるのか、ということに関心を持って、授業に参加してください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義中に使用したパワーポイント資料をe-learningの「教材」にアップしますので、復習やレポート作成のため
に、各自で確認してください。

講義内容

第一部 理想としての「nation－state」 vs. 現実の「nation－state」

1．イントロダクション① －「nation」と「state」は、本来は別モノ
2．イントロダクション② －「nation」と「state」は、いつ結びついたか？
3． 第一次世界大戦が与えた影響 － 「国家」を持つことができるのは誰か？
4．「ユダヤ人」という概念から何が見えるか？ 
5．「国籍」はなぜ必要か？
6． 日本において「国民」とは誰か？
7． 今、「nation－state」はどう変化しつつあるのか？

第二部 ヨーロッパにおける国境を超える人の移動と「nation‐state」

8． EUにおける国境を超える人の移動への対応 
9．「外国人労働者」から「移民」、そして「難民」－ ドイツの事例
10．「包摂」か「排除」か － フランスの事例
11．「選択的移民受け入れ」とは － 英国の事例
12．「福祉国家」は誰のものか － スウェーデンの事例
13．「地域主義」が「移民」と「難民」に直面する － イタリアの事例
14．「地方自治体」だからこそできること － スペインの事例

第三部 考察

15．前期講義のまとめ － 小レポート作成

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

１．毎回の講義内容について、授業終わりの10分間を使って受講票を作成（50点満点で評価）
２．小レポートの作成（50点満点で評価） － 講義最終日

＊ 単位取得のためには、上記１と２の合計点が60点以上であることが必要です。

教科書等

教科書や参考文献は指定しません。毎回の講義時間中に、授業を理解するために必要な資料を配布しま
す。

この講義と関連して、以下の文献は考えるヒントになります。

・新川敏光編『国民再統合の政治：福祉国家とリベラル・ナショナリズムの間』ナカニシヤ出版、2017年。
・ギジェルモ・アブリル、カルロス・スポットルノ『亀裂：欧州国境と難民』花伝社、2019年。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験



備考



科目名 民族国家論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 大庭千恵子

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

この講義では、「nation-state」の中でマイノリティとして位置付けられていく存在に注目しつつ、とくにここ数年
に世界各地で生じているさまざまな事例を通して、21世紀における「nation-state」の変容について考えます。
ひとつひとつの事例は、みなさんが一度はどこかで耳にしたことがある事例をとりあげますが、改めて別の見
方があると気づいたり、別々に聞いたことがある知識や情報を結び付けて考えてみましょう。

科目の到達目標 日本も含め、世界各地で起きているさまざまなニュースを聞いたとき、その背景や課題、国際社会による対応
などの知識を繋げて、多角的に考えられるようになることが目標です。

受講要件 現在、私たちの周りで何が起きているのか、それはなぜなのか、その背景には何があるのか、別の視点から
みたらどのように見えるのか、ということに関心を持ちつつ、さまざまなニュースに接してみてください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回の講義中に使用したパワーポイントをe-learningの「教材」にアップしますので、復習やレポート作成のた
めに、各自で確認してください。

講義内容

第一部 nation-stateと「マイノリティ」をめぐるさまざまな課題：「人種」「宗教」「言語」「貧困」
１．初回ガイダンス、単位取得の要件、この講義で扱う「マイノリティ」とは
２．「nation-state」が成立すると、なぜ「マイノリティ」が現れるのか 
３．植民地独立によるnation-state形成と反人種主義
４．「人種」と「宗教」再考
５．言語的マイノリティと「貧困」
６．「国語」をもたないnation-stateと「言語権」
７．内政不干渉原則か、国際社会による「介入」か

第二部 21世紀における「nation-state」の変容
８．旧ユーゴスラヴィア紛争と「その後」から見えること
９．なぜ「未承認国家」が生まれるのか
10. 「地域主義」から見るnation-state 
11. 「主権」から見るnation-state 
12. 「市民社会」から見るnation-state 
13. 「再国民化」から見るnation-state 
14. 日本における「マイノリティ」

第三部 考察
15. 後期授業のまとめ － 小レポート作成

＊講義最終日の小レポート作成は、単位取得のためには必須です。詳細は、初回ガイダンスで説明します。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

１．毎回の講義内容について、授業終わりの10分間を使って受講票を作成（50点満点で評価）
２．小レポート作成（50点満点で評価）－講義最終日

＊単位取得のためには、上記１と２の合計点が60点以上であることが必要です。

教科書等

教科書や参考文献は指定しません。毎回の講義時間中に、授業を理解するために必要な資料を配布しま
す。

この講義と関連して、以下の文献は考えるヒントになります。

・杉村美紀編『移動する人々と国民国家：ポスト・グローバル化時代における市民社会の変容』明石書
店、2017年。
・宮島喬・佐藤成基編『包摂・共生の政治か、排除の政治か：移民・難民と向かうヨーロッパ』明石書
店、2019年。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 開発政治論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 板谷 大世

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

・授業形態は講義です。
・本講義では、グローバル化の進展とともに、ますます身近になってきている東南アジア諸国の政治を観察し
ます。
・東南アジア諸国は第二次世界大戦後に相次いで独立を達成しましたが、政治的にも経済的にも不安定な
状態が続きました。こうした状況下で1960年代に相次いで出現した「開発政治体制」や「開発独裁体制」などと
呼ばれる政治体制は、その後の政治を安定させ、これらの国々の経済発展を支えました。しかし、３０年以上
続いたこの政治体制も冷戦の終結、アジア通貨危機の発生、そしてアメリカにおける同時多発テロなどの国
際環境の急激な変動に呼応して急速に変化しています。
・本講義では開発政治体制の解説を出発点として、今日の東南アジア諸国が抱える政治経済的諸問題を理
解し、経済的な統合が進んでいくこの地域に対する理解を深めます。
・開発政治論Ⅰでは理論的な考察を行なった上で、マレーシアの戦後の政治を振り返ります。開発政治論Ⅱ
ではその他の国の政治を考察します。

科目の到達目標 ・東南アジア諸国が共通して抱える政治・経済的問題を理解した上で、それぞれの国が個別に抱える政治・
経済的問題を理解できるようになる。

受講要件 ・「東南アジア研究」の単位を取得していることが望ましいです。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・東南アジア諸国の政治、経済、および社会に関するニュース記事をノートなどに整理する。
・講義内容を振り返り、「復習ノート」を翌週の講義前日夜までに提出する(WebClassからダウンロードした用
紙を利用すること)。

講義内容

１ イントロダクション(東南アジア諸国と国造り)
２ 発展途上国の政治体制について
３ 民主主義体制、権威主義体制について
４ 権威主義体制の存続について
５ 途上国の抱える政治的・経済問題について
６ 政治的課題について(主権の獲得と民主化)
７ 経済的課題について(工業化と国民生活の改善)
８ 政治的課題と経済的課題の対立
９ 開発政治体制出現の国際的背景
10 英領マラヤについて
11 マレーシアの開発政治体制(5月13日事件まで)
12 マレーシアの開発政治体制(5月13日事件以後)
13 マレーシアの開発政治体制(開発政治体制は終わったのか)

学修時間を確保するために、別途課題研究を課します

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・「平常の成績(平常点)」により成績評価を行います。
・平常点は受講態度(60％)と提出物(40%)を基本とします。提出物としては、授業内容を毎回まとめて翌週まで
に提出する復習ノートと、課題研究を予定しています。提出物においてはそれぞれで60%以上の評価を受ける
ことが必要です。
・詳細については、初回の講義の際に説明します。

教科書等

教科書は特に定めません。必要な資料は配布します。
参考書
・岩崎育夫『入門 東南アジア近現代史 (講談社現代新書) 新書』講談社、2017年
・末廣昭(編)『岩波講座 東南アジア史 第9巻「開発」の時代と「模索」の時代』岩波書店、2002年
・中野亜里(他)『東南アジア現代政治史〔改訂版〕』福村出版、2016年
・増原綾子(他著)『はじめての東南アジア政治 (有斐閣ストゥディア)』有斐閣2018年など。

担当者プロフィール 東南アジア諸国の政治分析が専門。他の担当科目は「政治学」、「東南アジア研究」など。

授業に関連する実務経
験

備考
WebClassとMicrosoft Teamsを利用します。
Teamsではリアルタイム講義を行い、
授業のお知らせ、講義資料の配付、提出物の受け取りはなどはすべてWebClassを利用します。



科目名 開発政治論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 板谷 大世

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

・本講義では、グローバル化の進展とともに、ますます身近になってきている東南アジア諸国の政治を観察し
ます。
・東南アジア諸国は第二次世界大戦後に相次いで独立を達成しましたが、政治的にも経済的にも不安定な
状態が続きました。こうした状況下で1960年代に相次いで出現した「開発政治体制」や「開発独裁体制」などと
呼ばれる政治体制は、その後の政治を安定させ、これらの国々の経済発展を支えました。しかし、３０年以上
続いたこの政治体制も冷戦の終結、アジア通貨危機の発生、そしてアメリカにおける同時多発テロなどの国
際環境の急激な変動に呼応して急速に変化しています。
・本講義では開発政治体制の解説を出発点として、今日の東南アジア諸国が抱える政治経済的諸問題を理
解し、経済的な統合が進んでいくこの地域に対する理解を深めます。
・開発政治論Ⅰでは理論的な考察を行なった上で、マレーシアの戦後の政治を振り返ります。開発政治論Ⅱ
ではその他の国の政治を考察します。

科目の到達目標 ・東南アジア諸国が共通して抱える政治・経済的問題を理解した上で、それぞれの国が個別に抱える政治・
経済的問題を理解できるようになる。

受講要件 ・「東南アジア研究」および「開発政治論Ⅰ」の単位を取得していることが望ましいです。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
・東南アジア諸国の政治、経済、および社会に関するニュース記事をノートなどに整理する。
・講義内容を指定した用紙に整理し、「復習ノート」として翌週の授業時に提出する。「復習ノート」は内容を確
認した後に返却します。

講義内容

１ 開発政治体制とは
２ シンガポールの開発政治体制(1965年の独立まで)
３ シンガポールの開発政治体制(1965年の独立以後)
４ シンガポールの開発政治体制(生き残りの政治について)
５ シンガポールの開発政治体制(開発政治体制は続くのか)
６ インドネシアの開発政治体制(9月30日事件まで)
７ インドネシアの開発政治体制(9月30日事件以後)
８ インドネシアの開発政治体制(民主主義体制は根付いたか)
９ フィリビンの開発政治体制(戒厳令布告まで)
10 フィリビンの開発政治体制(民主主義体制は根付いたか)
11 タイの開発政治体制(クーデターと開発政治体制)
12 タイの開発政治体制(半分の民主主義の時代)
13 タイの開発政治体制(クーデターと議会制民主主義)
14 権威主義体制論と開発政治体制
15 授業の総括と復習ノートの取りまとめ作業

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・「平常の成績(平常点)」により成績評価を行います。
・平常点は、毎回の授業内容をまとめて授業の翌週に提出する復習ノートの内容(50%)と、最後の授業時に作
成する取りまとめノートの内容(50%)により評価します。単位を取得するためには、それぞれにおいて60%以上
の評価が必要です。
・詳細については、第１回目の講義の際に説明します。

教科書等

教科書は特に定めません。必要な資料は配布します。 
参考書 
・リー・クアンユー『リー・クアンユー回顧録』日本経済新聞社、2000年
・田村慶子『 シンガポールの基礎知識 (アジアの基礎知識)』めこん、2016年
・佐藤百合『経済大国インドネシア - 21世紀の成長条件 (中公新書)』、中央公論新社、2011年
・井出 穣治『フィリピン―急成長する若き「大国 (中公新書)』、中央公論新社、2017年
・鈴木静夫『物語 フィリピンの歴史』中公新書1997年
・柿崎一郎『物語 タイの歴史』中公新書、2007年
・柿崎一郎『タイの基礎知識 (アジアの基礎知識)』めこん、2016年
・末廣昭『タイ 中進国の模索』岩波新書、2009年
・中野亜里(他)『東南アジア現代政治史〔改訂版〕』福村出版、2016年
・広島市立大学国際学部 国際政治・平和フォーラム（編）『世界の眺めかた」千倉書房、2014年など。

担当者プロフィール 東南アジア諸国の政治分析が専門。他の担当科目は「政治学」、「東南アジア研究」など。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 平和研究入門

単位数 2.0

担当者 教授 吉田 晴彦

履修時期 後期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要

授業形態:講義
平和研究とは何か、その基本的な概念や枠組み、方法論について、主に国際関係、国際政治の視点から概
説する。グローバル化が叫ばれる中で世界がどのような問題を抱えているのか、それらに対してどのような取
り組みが行われようとしているのか、それらの問題はわたしたちとどのように関わりがあるのか、といった問
題について考える。

科目の到達目標
「平和」という論争的な概念について議論していくためには何が必要か、自ら考える力を身につけてもらうこ
と。
2年次に開講される「平和研究I 、II」を受講するための基礎的知識を習得することも、目標の一つである。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で提示する参考文献などを適宜チェックすること。また、普段から新聞やテレビの報道をチェックしておく
こと。

講義内容

1 ガイダンス
2 平和という論理
3 科学としての平和研究
4 ジレンマを解く鍵(1)
5 ジレンマを解く鍵(2)
6 危機の内側
7 異なる視点
8 平和をめぐるイメージと理論(1)
9 平和をめぐるイメージと理論(2)
10 平和をめぐるイメージと理論(3)
11 平和をめぐるイメージと理論(4)
12 近代国民国家と平和
13 戦争と平和
14 冷戦終結と平和
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（講義内で科されるレポート、発言など）5割、期末レポート5割を基本とする。また、評価法は相対評価
を基本とする。

教科書等

中村都編『新版 国際関係論へのファーストステップ』法律文化社
勝間靖、戸田真紀子、三上貴教編『改訂版 国際社会を学ぶ』晃洋書房
以下を参考図書として挙げておく。 

広島市立大学国際学部 国際政治・平和フォーラム編『世界の眺めかた』(千倉書房）
大芝亮・山田哲也・藤原帰一編『平和政策』有斐閣 
児玉克也・中西久枝・佐藤安信『はじめて出会う平和学』有斐閣
松尾雅嗣・小柏葉子編『アクター発の平和学』法律文化社 
吉川元編『国際関係論を超えて』山川出版社 
吉川元・加藤普章編『マイノリティの国際政治学』有信堂 
山田浩・吉川元編『なぜ核はなくならないのか』法律文化社

担当者プロフィール

国際関係論、特に政府レベルおよび市民レベルの国際協力の問題について研究しています。著書に『改訂
版 国際社会を学ぶ』（共著、晃洋書房）、『新版 国際関係論へのファーストステップ』（共著、法律文化社）、
『なぜ核はなくならないのか』(共著、法律文化社）、『マイノリティの国際政治学』(共著、有信堂）、『国際関係
論を超えて』(共著、山川出版社）、『アクター発の平和学』(共著、法律文化社）、『現代アジアの変化と連続
性』(共著、彩流社）など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和研究Ⅰ

単位数 2.0

担当者

【講師】
広島平和研究所研究員
【平和研究所コーディネーター】
准教授 竹本 真希子
准教授 徐 顕芬
准教授 河 炅珍
【国際学部コーディネーター】
教授 吉田 晴彦

履修時期 前期

履修対象 ２年生以上

講義形態 講義

概要

現代の世界における平和の創造に向けて何が求められているのかを学問的に追究するために、平和研究に
関する基本的な概念や枠組み、方法論を習得するとともに、当分野における問題点、課題などを学ぶ。
広島・長崎をはじめとして戦争体験に根差している地域の視点を主眼に据えつつ、国家から個人に至る様々
なレベルから平和を創造するためのアプローチを考察していく。

科目の到達目標 広島平和研究所研究員による多様な平和研究の成果から、平和について自主的に考え、議論するための知
識を習得する。

受講要件
特になし。ただし、一部の講義は基本的に英語で行われる。
なお、Ｈ＆Ｐの受講にあたっては、平和研究Ⅰの受講（既に単位を取得している場合を含む）が必要となるの
で、留意すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 国際政治や戦争、平和の問題について広く関心をもち、新聞記事等を読むこと。
資料、最新情報などのサポートをウェブサイト（WEBClass）で実施するので、必ず毎週チェックすること。

講義内容

以下の内容を予定。順序・内容等は変更の可能性あり。オンラインまたはオンデマンド授業を行うこともある。
講義内およびWEBClassでアナウンスする。

ガイダンス
ドイツの平和運動
日本国憲法と平和
メディアと平和
文化と平和
資源問題と紛争
冷戦後の国際構造と紛争要因
グローバル･ガバナンスと国際秩序
戦争の違法化と国連安全保障理事会
日中関係論
平和とは何か――人間の安全保障
American Nuclear Culture
Japan and ASEAN
東京裁判を見る視点
体制移行期の人権問題：北朝鮮の人権問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 期末レポート５割、平常点（講義内の受講票および講義を踏まえた課題）５割の配分で採点を行う。英語の講
義については、英語での課題の提出を求める。

教科書等 講義内で適宜指示する。
参考文献：広島市立大学広島平和研究所（編）『平和と安全保障を考える事典』（法律文化社、２０１６年）

担当者プロフィール 授業担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学広島平和研究所ホームページを参照のこと。
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/index.php

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和研究Ⅱ

単位数 2.0

担当者

【講師】
広島平和研究所 各研究員
【広島平和研究所コーディネーター】
准教授 河上 暁弘
【国際学部コーディネーター】
教授 吉田 晴彦

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要
授業形態:講義
平和および紛争研究の具体的な事例について、広島平和研究所各研究員の研究成果を参考にしながら学
び、現代の国際社会が直面する課題について考える。

科目の到達目標 広島平和研究所研究員による、多様な平和・紛争等の研究成果を学び、それらを理解することで、平和とは
何か、何が自分たちにできるかを考え、それを自分の言葉で論理的に説明・表現できる力を身につけること。

受講要件
英語を使用している外国人教員による講義は基本的に英語で行われる。英語で行われる講義については、
受講者の利便性を考えて、資料を講義の１週間前を目安に、学内講義支援ウェブサイト「Web Class」で公開
することを考えているので、ウェブサイトに公開された場合は、必ず事前に目を通して講義に臨むこと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
資料、最新情報などのサポートをWeb Classに掲載するので、必ず毎回チェックすること。
事前に提示される資料（とくに英語による講義の資料）は必ず事前に読み込んで授業に臨むこと。
事後には、講義の復習のみならず、講義で提示された参考文献なども積極的に読み込むこと。

講義内容

以下の内容を予定している（ホットなテーマを各回とりあげたいと思うので、変更の可能性もある）。最新情報
（各回の講義内容や担当者）は必ず事前にWeb Classを参照のこと。

第1回 戦争と民族強制移動
第2回 グローバル・ガバナンスから見た世界秩序
第3回 残留日本兵問題
第4回 国際連合による集団安全保障制度の理論と実際
第5回 殺人ロボット規制までのCCWの歴史
第6回 憲法9条と「現実主義」
第7回 日米安保条約と日米地位協定
第8回 北東アジア安全保障問題
第9回 日米安保体制と中国
第10回 核戦争と全地球
第11回 3度のインドシナ戦争とASEAN
第12回 環境／資源問題と平和
第13回 21世紀の政治とグローバル・メディア
第14回 憲法9条の「現在」
第15回 憲法政策としての平和

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

期末試験9割、平常点（講義内の受講票による）1割の配分で採点を行う。

期末試験については以下の要領で実施の予定。ただし、変更のある場合は事前に講義内及びwebで指示す
る。

日本語で講義をする講師は日本語で出題し、英語で講義をする講師は英語で出題する。日本語問題、英語
問題、それぞれから問題を1問（計2問）を選択し、日本語問題は日本語で答え、英語問題は、英語で解答す
る方式とする（英語問題は出題内容を事前にwebで提示する）。

教科書等 講義内で適宜指示または教材プリントを配布する。

担当者プロフィール 担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学広島平和研究所ホームページを参照のこと。
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/index.php

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際人権法

単位数 2.0

担当者 教授 太田 育子

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

国際人権法とは、人権に関する条約や宣言、それらを実施するための国際的・国内的な制度や手続きの体
系です。
前期「国際人権法」では、判例やドキュメンタリー番組などを利用しつつ、国連の誕生とともに創設され拡充さ
れてきた国際人権保障のシステムの構成や機能、国際人権規約や人種差別撤廃条約といった普遍的な条
約の内容や運用、さらに締約国の国内実施義務などについて検討していきます。
後期「日本社会と人権」と通年で受講することを想定して、講義を行います。両講義とも後半では、各自の関
心あるトピックに基づき、プレゼンテーションを行っていただきます。

科目の到達目標
（１） 国際人権法の基本概念を理解しつつ、各自の人間観を拡げ深めましょう。
（２） 現実と法とのかかわりを検討しつつ、自分自身の実現したい価値と人権規範・制度がどのような関係に
あるか、考え始めましょう。

受講要件
「法学（日本国憲法）」、「平和と人権」、「国際法」を履修していると、講義内容の理解がより深まるでしょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で取り扱う項目に関連のメディア報道を視聴したり、新聞記事等を探し閲覧しましょう。

講義内容

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

１ イントロダクション
２ 人権はなぜ国際問題となったか
３ 国際人権の中心理念を考える
４ 世界各地の人権保障を考える
５ 国連の活動・国際ＮＧＯの活動を見る
６ 国家報告制度を見る
７ 個人通報制度を見る
８ 国際人権法の国内実施
９ 国際的な刑事裁判を見る
１０ ＧＰ？：人種差別・女性差別の禁止
１１ ＧＰ？：難民・国内避難民および移民と人権
１２ ＧＰ？：障がい者・病者の権利
１３ ＧＰ？：子どもの権利
１４ ＧＰ？：拷問・虐待・強制失踪の禁止
１５ ＧＰ？：武力紛争と人権

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

到達目標： 国際人権法体系の全体像を把握するとともに、「講義のねらい」に沿って、各自が関心分野の基
礎知識を習得すること。

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

評 価： 教科書から関心あるトピックを選んでの［当初予定：グループプレゼンテーション］と、クラスからの質
疑応答を経ての、同トピックに関する個別レポート（2000字以上、参考文献つき、［当初予定：2020年8月3日
月曜5時締切］）提出により評価します。
レポートは、①国際人権法体系のなかでの各自の関心分野の位置づけが妥当になされているか（20％）、②
各自の関心分野における国際人権法知識は妥当か（30％）、③論述の論理構成は妥当か（30％）、④論述が
各自の問題意識を妥当に反映しているか（20％）、の基準で評価します。

教科書等
教科書：芹田健太郎他『ブリッジブック国際人権法 第2版』（信山社、2017年）
参考書：申惠丰『国際人権法 第2版』（信山社、2016年）、広島市大国際政治・平和フォーラム『世界の眺めか
た』（千倉書房、2014年）、その他、適宜指示します。

担当者プロフィール 「国際法Ⅰ」プロフィールをご参照ください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】1991年6月～1992年10月 外務省経済局海洋課調査員
(国連海洋法条約の逐条解説作成など国際法業務の補助)
【実務経験】2013年4月～2018年11月 広島県情報公開・個人情報保護審査会委員（審査と答申）

備考





科目名 日本社会と人権

単位数 2.0

担当者 教授 太田 育子

履修時期 後期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

講義前半では、オックスフォード大学出版会のVery Short Introductionsシリーズの英文テキスト
Andrew Clapham, Human Rights (2nd ed.): A Very Short Introduction（Oxford U.P., 2015）
からの抜粋を講読しながら、前期「国際人権法」で学んだ内容を復習しつつ深めていきます。具体的には、国
際人権保障の今日的意義を歴史的に概観し、さらに食糧・教育・健康・住居・就業への権利といった今日的な
社会権の主張が、現代日本社会のさまざまな文脈でどのように取り扱われているかを検討します。
講義前半で得た知識を踏まえ、講義後半では「災害と人権保障」をテーマに、現在進行形の状況の理解を進
めるとともに、災害時の人権保障について、国際規範との接合という観点から検討することを、2019年1月時
点で予定しています。
具体的には、情報へのアクセス、避難、心身のケアの享受など、現場における被災者のニーズについて、人
権保障の枠組で捉え実現するために、3.11災害後に国連人権理事会や条約委員会その他の国連機関が日
本政府に行った勧告などを考慮し、「健康への権利 (Right to Health)」という概念の再構成を考察していきま
す。

科目の到達目標

（１） 国際人権法の基本概念を理解しつつ、各自の人間観を拡げ深めましょう。
（２） 現実と法とのかかわりを検討しつつ、自分自身の実現したい価値と人権規範・制度がどのような関係に
あるか、
考え始めましょう。

受講要件
「法学（日本国憲法）」、「平和と人権」、「国際法」を履修していると、講義内容の理解がより深まるでしょう。
また、（前期・太田担当）「英語応用演習IV」を聴講しておくと、Very Short Introduction読解の助けになるかも
知れません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

http://www.veryshortintroductions.com/view/10.1093/actrade/9780198706168.001.0001/actrade-
9780198706168でテキストの一部が閲覧できます。
内容を実際に見て、興味をもった方々に受講していただければと思います。事前・事後学習は、毎回の講義
で指示します。

講義内容

１ イントロダクション Preface / Final remarks その他資料説明
２ イントロダクション２・同上のつづきとまとめ
３ Ch.2: Historical development and contemporary concerns (pp.27-62)からの抜粋
４ 同上のつづき
５ 同上のつづき
６ 同上のつづきとまとめ
７ Ch.7: Food, education, health, housing, and work (pp.122-142)からの抜粋
８ 同上のつづきとまとめ
９ 人権の視点から見た「災害」と「健康への権利」
１０ 同上のつづきとまとめ
１１ 国連特別報告者アナンド・グローバー「すべての者の到達可能な最高水準の身体及び
精神の健康の享受の権利（健康の権利）」・国連人権理事会への報告書およびその経緯
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000237.html掲載の諸資料）の解説
１２ 同上のつづきとまとめ
１３ 災害と人権保障・プレゼンテーション１
１４ 災害と人権保障・プレゼンテーション２
１５ 災害と人権保障・プレゼンテーション３
＊「日本社会と人権」という現在進行形の課題を扱うので、特に第９回以降のシラバス内容の随時の変更が
あり得ます。その場合は、後期開講中に修正シラバスを配布予定です。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

第1-8回の平常点（50％）と「災害と人権保障」（第9-15回）に関する個別プレゼンテーション（2000字以上、参
考文献つき、2021年2月8日月曜5時締切）とレポート（50％）で評価します。
個別プレゼンテーションとレポート（第9-15回）評価に際しては、①書式・分量(20％)、②指定テーマに関する
国際人権法知識（30％）、③各自の調査・分析・考察の手法と内容(50％)、を基準とします。

教科書等

英文テキストからの抜粋、その他の資料は、適宜配布します。
参考書：芹田健太郎他『ブリッジブック国際人権法 第2版』（信山社、2017年）、申惠丰『国際人権法 第2版』
（信山社、2016年）、広島市大国際政治・平和フォーラム『世界の眺めかた』（千倉書房、2014年）、その他、適
宜指示します。

担当者プロフィール 「国際法Ⅰ」プロフィールをご参照ください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】1991年6月～1992年10月 外務省経済局海洋課調査員
(国連海洋法条約の逐条解説作成など国際法業務の補助)
【実務経験】2013年4月～2018年11月 広島県情報公開・個人情報保護審査会委員（審査と答申） 



【実務経験】2018年2月～現在 広島県都市計画審議会委員・都市政策部会委員
（災害等を踏まえた都市計画の検討と答申）

備考



科目名 紛争解決論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 古澤 嘉朗

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

第一次世界大戦の惨禍を契機に、なぜ戦争が起こるのか、そしていかにして未然に防ぐことができるのか、こ
のような問題意識のもと国際関係論は産声を上げました。その後、国際関係論は学際的な学問として発展す
ることになりますが、紛争解決論はその国際関係論から派生した、武力紛争という事象に特化した学問です。
本講義では、紛争解決論を体系的に学びます。

科目の到達目標 -紛争解決論について体系的な理解を身に付ける。
-武力紛争に対する国際社会の対応やキーワードについての知識を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 -関連するニュースを視聴したり，新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回 イントロダクション
第2回 平和学・紛争解決論の歴史
第3回 ジーン・シャープと非暴力主義
第4回 「紛争」と「紛争解決」の基礎知識
第5回 現代紛争の傾向・特徴（理論）
第6回 現代紛争の傾向・特徴（事例）
第7回 非公式外交（理論）
第8回 非公式外交（事例）
第9回 和解と移行期正義（理論）
第10回 和解と移行期正義（事例）
第11回 保護する責任
第12回 テロリズムと「対テロ戦争」
第13回 「安全保障」の変遷
第14回 紛争解決と「人間の安全保障」論
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点30％、課題（レポート）30％、筆記試験40％

教科書等

-配布資料を配ります。適宜、文献は紹介します。

-参考書 
Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, and Hugh Miall (2011) Contemporary Conflict Resolution. 3rd edn.
Polity Press.（オリバー・ラムズボサム他［宮本貴世訳］『現代世界の紛争解決学』明石書店2009年）

担当者プロフィール

専門は紛争解決論／平和構築論。西アフリカ・シエラレオネ、東アフリカ・ケニア、中央アフリカ・ルワンダにて
調査を行う。日本学術振興会特別研究員、関西外国語大学外国語学部専任講師を経て現職。近著に「平和
構築と法の多元性－法執行活動に着目して」（『国際政治』第194号、2018年）、"Chiefdom Police Training in
Sierra Leone (2008-2015)— An Opportunity for a More Context-Based Security Sector Reform?" (Journal
of Peacebuilding & Development, Vol.13, No.2, 2018)など。

授業に関連する実務経
験

The Carter Center（米国）ではYKK FellowとしてDemocracy Programに所属し、エチオピアの市民対話事業と
ガイアナの選挙監視事業の立ち上げに従事した（2005-06年）。特定非営利活動法人ピースビルダーズでは
プログラム調整員として、外務省委託「平和構築人材育成パイロット事業」とジャパンプラットフォーム平和構
築基金助成事業を担当した（2007-09年）。

備考 質問等あれば積極的に聞いてください。



科目名 紛争解決論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 古澤 嘉朗

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

『平和への課題』（1992年）を契機に、「平和構築」という政策用語は主流化しました。平和構築という分野は
政策・実務面において議論が深まる一方、他方では「実体のない平和」が築かれているのではないかという
批判も近年挙がるようになりました。本講義では、世界各地で展開されている平和構築について理解を深め
ながら、平和とは何か、この点について考えます。

科目の到達目標 -平和構築に関する体系的な理解を身に付ける。
-平和という言葉の多面性についての知識を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 - 関連するニュースを視聴したり，新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回 イントロダクション
第2回 『平和への課題』と平和構築
第3回 平和構築と「法の支配」
第4回 平和構築の実務（1）DDR/SSR
第5回 平和構築の実務（2）選挙支援活動
第6回 平和構築の実務（3）法整備支援
第7回 国家建設とVirtual Peace
第8回 平和構築と「人間の尊厳」
第9回 平和構築とローカルオーナーシップ（理論）
第10回 平和構築とローカルオーナーシップ（事例）
第11回 変わりゆく国連PKO
第12回 コンフリクトマップの発表
第13回 広島の復興と平和構築（1）戦後復興の歩み
第14回 広島の復興と平和構築（2）平和モニュメントと復興
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点30％、課題（レポート＆発表）30％、期末レポート40％

教科書等

-配布資料を配ります。適宜、文献は紹介します。
-参考書 
藤原帰一・大芝亮・山田哲也編（2011）『平和構築・入門』有斐閣。

John Darby and Roger MacGinty, eds (2008) Contemporary Peacemaking. 2nd ed. Palgrave Macmillan.

担当者プロフィール

専門は紛争解決論／平和構築論。西アフリカ・シエラレオネ、東アフリカ・ケニア、中央アフリカ・ルワンダにて
調査を行う。日本学術振興会特別研究員、関西外国語大学外国語学部専任講師を経て現職。近著に「平和
構築と法の多元性－法執行活動に着目して」（『国際政治』第194号、2018年）、"Chiefdom Police Training in
Sierra Leone (2008-2015)— An Opportunity for a More Context-Based Security Sector Reform?" (Journal
of Peacebuilding & Development, Vol.13, No.2, 2018)など。

授業に関連する実務経
験

The Carter Center（米国）ではYKK FellowとしてDemocracy Programに所属し、エチオピアの市民対話事業と
ガイアナの選挙監視事業の立ち上げに従事した（2005-06年）。特定非営利活動法人ピースビルダーズでは
プログラム調整員として、外務省委託「平和構築人材育成パイロット事業」とジャパンプラットフォーム平和構
築基金助成事業を担当した（2007-09年）。

備考
- 質問等あれば積極的に聞いてください。
-「紛争解決論I」を基礎に講義しますので、受講していることが望ましい。しかし、関心のある人にはIIからの
受講も認めます。



科目名 国際機構論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西谷 元

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態

概要 国際連合、専門機関、ＥＵなどの国際機構の目的、任務、構造、活動などについて、一次資料を利用しつつ、
法的な観点から考察していきます。

科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 受講要件：国際法

講義内容

１ 国際社会の組織化と国際機構 
２ 国際連盟 
３ 国際連合 成立、目的、基本原則、加盟国 
４ 機関、経費、公用語 
５ 総会 
６ 安全保障理事会 
７ 経済社会理事会 
８ 信託統治理事会 
９ 事務局 
10 国際司法裁判所 
11 集団的安全保障 
12 〃 
13 自衛 
14 ＰＫＯ 
15 試験 

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等 教科書：『国際法』第５版 有斐閣Ｓシリーズ 
『国際法資料集』

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際機構論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西谷 元

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態

概要 国際連合、専門機関、ＥＵなどの国際機構の目的、任務、構造、活動などについて、一次資料を利用しつつ、
法的な観点から考察していきます。

科目の到達目標

受講要件 受講要件：国際法

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

1 専門機関 
2 地域的国際機構 
3 国際機構の活動分野 集団的安全保障 
4 〃 
5 国際機構の活動分野 人権 
6 〃 
7 国際機構の活動分野 通貨・金融 
8 〃 
9 〃 
10 国際機構の活動分野 貿易 
11 〃 
12 〃 
13 国際機構の活動分野 環境 
14 〃 
15 試験

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等 教科書：『国際法』第５版 有斐閣Ｓシリーズ 
『国際法資料集』

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係史（日本）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 武田 悠

履修時期 前期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要

幕末から第二次世界大戦での敗戦に至るまでの日本外交を、日本が列強となるまでと日本が敗戦に至るま
でに二分して時代順に追っていく。特に国内での藩閥・政党・軍部などの間の対立と日本外交の関係に焦点
を当てる。
講義資料の配布、各回の課題や質問、期末レポートの提出等はWebClassを基本とし、状況に応じ
てTeams、Slack、Eメール等を使用する。そのため受講希望者は、履修登録に加えて事前に担当者にメール
し、氏名とメールアドレスを伝えること。

科目の到達目標 戦前の日本がいかにして大国となり、なぜアメリカとの戦争に突入して敗北するに至ったかを、その歴史を踏
まえて理解できるようになること。

受講要件
必須ではないが、今後も継続して学外からWebClassにアクセスできるようVPN接続サービス（おうちhunet、情
報処理センターHP参照）を導入していることが望ましい。また国際関係史（日本）Ⅱも受講し、戦前・戦後を通
じた日本外交の変遷を理解できるようになることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 初回の講義で教科書のどこが各回の内容に相当するかを説明するので、それに基づいて事前、事後の学修
を行うこと。

講義内容

1. はじめに：戦前日本外交の特徴
I 列強への道程
2. 幕藩体制と外交
3. 列強の圧力と開国
4. 近代国家の建設
5. 新政府への批判と対外進出
6. 明治憲法の制定と条約の改正
7. 藩閥・政党関係と日清戦争
8. 日露戦争と列強としての日本
II 敗戦への道程
9. 帝国の膨張：韓国併合と満州進出
10. 第一次世界大戦期の日本外交
11. 政党政治と英米協調
12. 軍部の台頭と満州事変
13. 日中戦争：日米対立の激化
14. 日米戦争：敗戦とその意味
15. おわりに：戦前日本外交の可能性と限界

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 各回の課題（40%）は知識の定着度を問う。
期末レポート（60%）は答案の内容の妥当性と論理性を問う。

教科書等 教科書：北岡伸一『日本政治史―外交と権力 増補版』有斐閣、2017年
参考書：『日本の近代』通史編１〜５、中公文庫、2012〜2013年

担当者プロフィール 専門は日本外交史、特に1970年代以降の日米関係。

授業に関連する実務経
験

2011年6月~2012年3月 外務省（調査分析に従事）
2015年4月~2017年3月 外務省外交史料館（文書管理、公開に従事）

備考



科目名 国際関係史（日本）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 武田 悠

履修時期 後期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要

第二次世界大戦での敗戦後、経済大国となり、冷戦終結などの変化に対応しようとしてきた日本の外交を、
日本が経済大国になる前後に二分して時代順に追っていく。特に日本外交の活動の幅がどう拡がったのか
に焦点を当てる。
講義資料の配布、各回の課題や質問、期末レポートの提出等はWebClassを基本とし、状況に応じ
てTeams、Slack、Eメール等を使用する。そのため受講希望者は、履修登録に加えて事前に担当者にメール
し、氏名とメールアドレスを伝えること。

科目の到達目標 戦後の日本がいかにして敗戦から復興し、なぜ経済大国となり、どのように国際政治に関与してきたのかを、
その歴史を踏まえて理解できるようになること。

受講要件
必須ではないが、今後も継続して学外からWebClassにアクセスできるようVPN接続サービス（おうちhunet、情
報処理センターHP参照）を導入していることが望ましい。また国際関係史（日本）Ⅰも受講し、戦前・戦後を通
じた日本外交の変遷を理解できるようになることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 初回の講義で教科書のどこが各回の内容に相当するかを説明するので、それに基づいて事前、事後の学修
を行うこと。

講義内容

1. はじめに：戦後日本外交の特徴
I 復興と高度経済成長
2. 占領下の対外折衝
3. 占領から独立へ：講和と日米安保条約
4. 復興と日米安保条約の改定
5. 高度経済成長と先進国の仲間入り
6. 戦後の終わり：戦後処理と沖縄返還
7. ニクソン・ショック
8. 先進国間協調への参加：経済大国としての日本
II 国際的役割の模索
9. 新冷戦と米ソ対立への関与
10. 冷戦の終結
11. 日本外交の迷走と改革
12. 国際問題への関与：カンボジア和平と北朝鮮問題
13. 対テロ戦争への参加と論争
14. 伝統的脅威の復活：北朝鮮・中国・ロシア
15. おわりに：戦後日本外交の可能性と限界

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 各回の課題（40%）は知識の定着度を問う。
期末レポート（60%）は答案の内容の妥当性と論理性を問う。

教科書等 教科書：五百旗頭真編『戦後日本外交史 第3版補訂版』有斐閣、2014年
参考書：宮城大蔵『現代日本外交史』中公新書、2016年

担当者プロフィール 専門は日本外交史、特に1970年代以降の日米関係。

授業に関連する実務経
験

2011年6月~2012年3月 外務省（調査分析に従事）
2015年4月~2017年3月 外務省外交史料館（文書管理、公開に従事）

備考



科目名 国際関係史（朝鮮半島）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 金栄鎬

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

第2次大戦後の朝鮮半島の国際関係について学びます。冷戦、デタント、新冷戦、冷戦後などの画期ごとの
変化と連続に焦点を当てています。主な事項は、朝鮮半島と米国・中国・日本との関係ですが、近年では多
国間協力や3国間関係なども重要です。全体を通して、異なる地域や国から見たときに、国際関係がどのよう
に見えてくるかを考えます。

科目の到達目標 朝鮮半島や日本をとりまく国際環境の特徴とその変化を把握し、日々の国際問題ニュースなどを批判的に読
み解く（つまり、鵜呑みにしない、踏みとどまって考え直す）思考力を刺激することができればと思います。

受講要件

率直な質問や意見を歓迎します。
また、講義はオンラインで行います。WebClassの授業案内と掲載資料をよく確認してください。また、学部サイ
トにある「国際学部オンライン受講のためのフローチャート（Zoom編）（Teams編）」に目を通しておいてくださ
い。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスや講義で紹介する参考文献に意欲的に取り組んでください。また、新聞を読み比べてください。

講義内容

1 イントロダクション 
2 脱植民地化と国家分断
3 内戦・戦争・冷戦
4 日韓会談・日韓条約
5 ベトナム戦争と韓国
6 デタントと朝鮮半島
7 新冷戦下の朝鮮半島と日本
8 冷戦終結と朝鮮半島
9 核開発・ミサイル問題
10 日韓の脅威認識と同盟政策
11 南北朝鮮の和解協力
12 日本と朝鮮半島の領土問題
13 朝鮮半島から見たヒロシマ
14 日韓関係と歴史問題
15 東アジアの地域協力
※ 時々のトピックや特別授業などに差し替える場合があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義各回の受講票および期末レポート。オンラインによる提出方法については、授業で指示します。

教科書等

参考書：
J.・W.・ダワー、G.・マコーマック、2014、『転換期の日本へ：「パックス・アメリカーナ」か「パックス・アジア」
か』NHK出版新書
D.オーバードーファー（菱木一美訳）、2015、『二つのコリア 第3版』共同通信社
五味洋治、2017、『朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか』創元社
坂井隆、平岩俊司、2017、『独裁国家・北朝鮮の実像－核・ミサイル・金正恩体制』朝日新聞出版
李鍾元他、2017、『戦後日韓関係史』有斐閣アルマ
前田朗他、2016、『「慰安婦」問題の現在』三一書房
吉見義明、川田文子、1997、『「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと真実』大月書店
山崎雅弘、2019、『歴史戦と思想戦－歴史問題の読み解き方』集英社新書
和田春樹、2012、『領土問題をどう解決するか』平凡社新書
沖縄タイムス編集局、2017、『これってホント！？誤解だらけの沖縄基地』高文研
伊藤正子、2013、『戦争記憶の政治学』平凡社
栗原貞子、1992、『問われるヒロシマ』三一書房
広島市立大学国際学部国際政治・平和フォーラム編、2014、『世界の眺めかた：理論と地域からみる国際関
係』千倉書房（拙稿「韓国からみた原爆投下とヒロシマ」）
広島市立大学国際学部〈際〉研究フォーラム編、2017、『〈際〉からの探求』文眞堂（拙稿、「韓国のベトナム戦
争の加害責任論と贖罪行動」）

担当者プロフィール

専攻は、政治学・国際関係、現代韓国朝鮮研究。南北朝鮮関係、日韓関係、分裂国家ナショナリズムなどを
研究している。著書に『日韓関係と韓国の対日行動』（彩流社、2008年）、論文に「韓国の政権交代と対日政
策」（国際政治、2014年）、「韓国における北朝鮮認識、台湾における中国認識」（広島国際研究、2017年）な
ど。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 国際関係史（中国）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 飯島 典子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 近現代中国史を概観しながら、最新の情報と研究成果を踏まえてその現状を紹介する。

科目の到達目標 昨今メディアで取り上げられる中国関係のニュースだけでは分からない、今の発展に至るまでの歴史的背景
を理解できるまでの知識と思考力を養う。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
受講する皆さんの関心の高いテーマを重点的に扱いたいと思います。
考察力を養うためにこちらから色々質問しますので、積極的に授業に参加してください。
日々、メディアの国際関係関するニュースに目を通してくだされば一層授業が面白くなると思います。

講義内容

1.ガイダンス 中国最新事情
2.地政学から見た中国（1）
3.地政学から見た中国（2）
4.アヘン戦争前夜の中国外交
5.辛亥革命を巡る国際関係
6.冷戦時代の中国外交
7.日中国交回復
8.改革開放の時代
9.中国と朝鮮半島
10.科学技術大国としての中国
11.中国外交の現在（1）
12.中国外交の現在（2）
13.中国のソフトパワー
14.まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 レポート

教科書等 必要に応じて適宜参考書を指示

担当者プロフィール 専門は中国華南近代史・華僑論。華僑の中でも少数集団である客家（はっか）について研究しています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係史（中国）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 飯島 典子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 中国の近現代社会を理解するに当たって必要と思われる項目を、華南地域の漢族社会と華僑・華人を中心
に取り上げ、最新の研究成果を交えつつ、現代史に与えた影響を考察してゆく。

科目の到達目標 華南社会と華僑、華人について概要を一通り理解すること。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 受講する皆さんの関心の高いテーマを重点的に扱いたいと思います。
考察力を養うためにこちらから色々質問しますので、積極的に授業に参加してください。

講義内容

1.ガイダンス
2.中国海上交通史
3.華僑概論（1）
4.華僑概論（2）
5.香港・マカオ概論（1）
6.香港・マカオ概論（2）
7.台湾概論(1)
8.台湾概論(2)
9.新華僑（1）
10.新華僑（2）
11.中国とアフリカ(1)
12.中国とアフリカ(2)
13.中国とオセアニア
14.海峡華人とその文化(プラナカン文化）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 レポート

教科書等 必要に応じて適宜参考書を指示

担当者プロフィール 専門は中国華南近代史・華僑論。華僑の中でも少数集団である客家（はっか）について研究しています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係史（アメリカ）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 倉科一希

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要
アメリカの超大国としての地位が確定した第二次世界大戦から冷戦初頭までを対象とし、アメリカにおける
「国民」意識の形成や統治体制の発展にも目を向けながら、超大国としてのアメリカの成立過程およびそれが
志向した政策を明らかにする。

科目の到達目標
もともとイギリスの一植民地にすぎなかったアメリカが超大国に発展し、世界各地の問題に積極的にかかわ
るようになった経緯を理解する。また、講義で得た情報を問題意識をもって消化し、自分なりの問題設定がで
きるようになる。

受講要件 アメリカ政治論および国際関係史（アメリカ）IIを併せて受講することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 第一回講義の際に詳細なシラバスを配布し、各講義の内容に関するページを指定するので、事前・事後に確
認し、内容をまとめること。

講義内容

１．はじめに
２．独立直後の外交
３．大陸拡張と南北戦争
４．経済成長と外交の変容
５．国内改革運動と外交（TR）
６．（タフトとウィルソン）
７．ウィルソンの構想と第一次世界大戦
８．1920年代のアメリカ
９．世界恐慌とニューディール期の外交
１０．第二次世界大戦とアメリカ
１１．アメリカの戦後構想と冷戦
１２．冷戦の中のアメリカ
１３．アイゼンハワーと「ニュールック」
１４．ジョン・ケネディと冷戦の変容
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点 70%
期末レポート 30%

教科書等
教科書：青野利彦・宮田伊知郎・倉科一希『現代アメリカ政治外交史』（ミネルヴァ書房、近刊）
参考書：有賀貞『国際関係史―16世紀から1945年まで』（東京大学出版会）
参考書：久保文明『アメリカ政治史』（有斐閣）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦と同盟―冷戦終焉の
視点から』（共著、松籟社）など。

授業に関連する実務経
験

備考 講義に関する情報を大学が提供するメールアドレスに送ることがあるので、定期的に確認すること。



科目名 国際関係史（アメリカ）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 倉科一希

履修時期 後期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要 1960年代以降の、アメリカの衰退が叫ばれるようになった時期から現代に至るアメリカの政治外交を概観し、
新たな国際環境の下でアメリカの国内政治・対外政策がどのように変化したのかを検討する。

科目の到達目標 現在の大きく変動する国際関係が成立する歴史的経緯を、アメリカを中心に置きながら理解する。さらに、講
義で得た情報を問題意識をもって検討し、自ら問いを立て、それを論理的に検討する作業を行う。

受講要件 アメリカ政治論や国際関係史（アメリカ）Iと併せて履修することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
第一回講義で詳細なシラバスを配布し、各講義の内容に関連する教科書・参考書のページを明らかにしてお
くので、事前・事後に確認し、内容を理解しておく。また、本年度はアメリカ大統領選挙が行われるので、その
敬意についてメディアから情報を得る。

講義内容

１．はじめに
２．「アメリカの世紀」とジョンソン
３．ヴェトナム戦争の衝撃
４．ニクソンのデタント
５．デタント批判と保守化
６．カーターによる刷新？
７．レーガンと「保守革命」
８．冷戦の終焉へ
９．「新世界秩序」の模索
１０．新たな繁栄の時代へ
１１．「覇権国」としてのアメリカ
１２．同時多発テロとブッシュ政権
１３．グローバル化の弊害
１４．何が「チェンジ」したのか
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 中間レポート：30％
期末レポート：70％

教科書等
教科書：青野利彦・宮田伊知郎・倉科一希『現代アメリカ政治外交史』（ミネルヴァ書房、近刊）
参考書：有賀貞『現代国際関係史』（東京大学出版会）
参考書：石井修『国際政治史としての20世紀』（有信堂高文社）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦と同盟―冷戦終焉の
視点から』（共著、松籟社）など。

授業に関連する実務経
験

備考 講義に関連する情報を、大学が提供するメールアドレスに送ることがあるので、定期的に確認すること。



科目名 国際関係史（ロシア）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 講師 斎藤祥平

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要
帝政ロシア、ソ連、現代ロシアの国際関係の通史を講義する。各時代について、まずヨーロッパ方面での事
情について扱ったうえで、同時期にロシアがアジア方面でどのような動きをしていたのか講義する。また、ロシ
アをめぐる歴史認識や相互イメージ等を通じて、国際関係を多角的な側面から分析する手法を紹介する。

科目の到達目標

ロシアにとって、ヨーロッパとアジア双方の状況がいかに連動しているのかを理解することを目標とする。ま
た、複雑な国際関係を歴史の流れに沿って巨視的に理解することも重要だが、例えば大国間の外交におけ
る周辺国や、外交官、戦争捕虜・難民、抑留者、亡命者、スパイが果たした役割（ゾルゲ事件）など、国家や
地域の間で媒介の役割を果たしていた存在にも着目することで、歴史の具体像に迫るための微視的な視点
を養う。適宜、映画やドキュメンタリーを鑑賞し、理解や関心を深める。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ロシア（とその周辺地域）についての新聞記事・ニュースをチェックしてください。また、テーマごとに参考文献
を紹介するので、各自が関心を持つ事柄について調べ、レポートの作成に備えてください。

講義内容

1. 導入 ロシアとヨーロッパ、アジア
2. 帝政ロシアの国際関係（１）対ヨーロッパ
3. 帝政ロシアの国際関係（２）クリミア戦争とその影響
4. 帝政ロシアの国際関係（３）対アジア
5. 帝政ロシアの国際関係と日露戦争
6. 第一次世界大戦とロシア革命
7. 両大戦間期におけるソ連の国際関係（１）ヨーロッパ方面
8. 両大戦間期におけるソ連の国際関係（２）アジア方面
9. 映画・ドキュメンタリー鑑賞（ゾルゲ事件）
10. ソ連と冷戦（１）ヨーロッパ方面
11. ソ連と冷戦（２）アジア方面 
12. 冷戦の展開と中ソ関係
13. 現代ロシアの対外政策(1) 対米、対欧州関係
14. 現代ロシアの対外政策(2) アジア諸国との関係
15. まとめと最終レポートについて

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
受講票の記述（４0％）、授業中に扱う映画等への感想文（10％）、最終レポート（50％）
詳しくは初回の授業で説明します。受講者数によっては授業の進め方を変更する可能性もあるため、初回の
授業に出席するようにしてください。

教科書等 参考文献は授業中に紹介します。また、必要に応じて参考文献からの抜粋や資料を配布します。

担当者プロフィール
専門はロシア近現代史、ロシア思想史。特に、1920年代以降の亡命ロシア人の歴史。主な論文に、“Crossing
Perspectives in Manchukuo: Russian Eurasianism and Japanese Pan-Asianism,” Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas 65, No. 4 (2017), pp. 597-623など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際関係史（ロシア）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 斎藤祥平

履修時期 後期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要
帝政ロシア、ソ連、現代ロシアの歴史と社会をテーマ別に学ぶ。特に、多民族性という問題は現代ロシアに
とっても課題であり続けている。多種多様な民族を内包しながら、東と西双方の諸国家と関係を持ってきたと
ロシアの民族政策とそれに関連する諸問題について講義する。

科目の到達目標

Iは外政を主に扱うのに対し、IIは民族政策などの内政に焦点を当てる。内政がどのように外政と関係し、民族
という要素はどのような役割を果たしているのかを理解することを目標とする。最終レポートでは、こうした問
題群が現代ロシアにおいてどのように反映されているのか、日本にとってどのような意味を持つのか、あるい
は他の国・地域とどのように違うのか等について、受講者それぞれの問題関心から論じてもらう。

受講要件 「ロシア研究」や「国際関係史(ロシア)I」を予め履修しておくことが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ロシア（とその周辺地域）についての新聞記事・ニュースをチェックしてください。また、テーマごとに参考文献
を紹介するので、各自が関心を持つ事柄について調べ、レポートの作成に備えてください。

講義内容

歴史
1.導入（ロシアの諸問題についての概要）
2.ロシア帝国の民族政策（１）
3.ロシア帝国の民族政策（２）
4.ソ連の民族政策（１）
5.ソ連の民族政策（２）
6.1930年代、1940年代ソ連の諸問題
7.冷戦の始まりと人の移動

現代
8.ドキュメンタリー鑑賞
9.ソ連崩壊と民族問題（１）
10.ソ連崩壊と民族問題（２）
11.ロシアと旧ソ連地域（１）
12.ロシアと旧ソ連地域（２）
13.現代ロシア・ナショナリズム
14.現代ロシアの国際関係と民族問題
15. まとめと最終レポートについて

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
受講票の記述（40％）、授業中に鑑賞するドキュメンタリーについての感想文（10％）、最終レポート（50％）詳
しくは初回の授業で説明します。受講者数によっては授業の進め方を変更する可能性もあるため、初回の授
業に出席するようにしてください。

教科書等 参考文献は授業中に紹介します。また、必要に応じて参考文献からの抜粋や資料を配布します。

担当者プロフィール
専門はロシア近現代史、ロシア思想史。特に、1920年代以降の亡命ロシア人の歴史。主な論文に、“Crossing
Perspectives in Manchukuo: Russian Eurasianism and Japanese Pan-Asianism,” Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas 65, No. 4 (2017), pp. 597-623など。

授業に関連する実務経
験

備考 国際関係の通史は「国際関係史（ロシア）I」で扱います。



科目名 日本政治論

単位数 2.0

担当者 講師 武田 悠

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要

明治期以降の日本の政治を、戦前、戦後、冷戦後の3つの時期に分けて時代順に追うと共に、各時代で重要
だった制度やアクター、政治学の概念をとりあげ、日本政治の特徴を解説する。
講義資料の配布、各回の課題や質問、期末レポートの提出等はWebClassを基本とし、状況に応じ
てTeams、Slack、Eメール等を使用する。そのため受講希望者は、履修登録に加えて事前に担当者にメール
し、氏名とメールアドレスを伝えること。

科目の到達目標 日本の政治の仕組みを、他国の政治制度との違いも踏まえつつ理解できるようになること。

受講要件 必須ではないが、今後も継続して学外からWebClassにアクセスできるようVPN接続サービス（おうちhunet、情
報処理センターHP参照）を導入していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義の内容に関する新聞記事を事前に読むとともに、事後には各回の講義で紹介する参考文献を読んで理
解を深めること。

講義内容

1. はじめに：政治とは何か
I 戦前から戦後への変化
2. 明治憲法と日本国憲法
3. 議院内閣制と政党
4. 右派と軍部の力
II 戦後の経済成長
5. 高度経済成長と日本社会の変化
6. 55年体制下の自民党
7. 55年体制下の野党
8. 官僚機構の発達
9. 中央と地方の関係
10. 利益団体と世論の力
III 冷戦後の改革
11. 選挙制度改革
12. 行財政改革
13. 首相官邸の運用
14. 民主主義の現在
15. おわりに：日本政治の性格

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 各回の課題（40%）は知識の定着度を問う。
期末レポート（60%）は答案の内容の妥当性と論理性を問う。

教科書等 教科書：なし
参考書：飯尾潤『日本の統治構造』中公新書、2007年

担当者プロフィール 専門は日本外交史、特に1970年代以降の日米関係。

授業に関連する実務経
験

2011年6月~2012年3月 外務省（調査分析に従事）
2015年4月~2017年3月 外務省外交史料館（文書管理、公開に従事）

備考



科目名 ヨーロッパ政治論

単位数 2.0

担当者 大庭千恵子

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

第二次世界大戦以降、ヨーロッパ諸国は様々な実験を繰り返しながら統合を試み、独特の政体である欧州連
合（EU）を築き上げてきました。しかし、2010年以後のユーロ危機や、移民・難民の流入、そして英国によ
るEU離脱など、さまざまな課題にも直面しています。

いま、ヨーロッパでは何が起きているのでしょうか。この講義では、基本的な知識を確認しながら、現在進行
形のヨーロッパ情勢について考えます。

科目の到達目標
① ヨーロッパ諸国に関する基礎知識を学ぶこと。

② 現在進行形のさまざまなヨーロッパ情勢に関するニュースを聞いて、その背景が分かるようになること。

受講要件

「ヨーロッパ」について、これまで学んできていなくても大丈夫。私たちの周りで起きているさまざまなことに、
「ヨーロッパ」が関連する部分もあるかもしれない、と思えるなら。

毎回の講義では基本的な情報から始めますが、授業でわからないことや質問は、受講票などでフィードバッ
クしてください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

基礎知識から最新ニュースまで、毎回の講義で、資料プリントを配布します。

事後学習用に、講義で使用したパワーポイントをe-learningの「教材」にアップしますので、講義の復習や小レ
ポート作成のために、各自で確認してください。

講義内容

第一部 イントロダクション
１．初回ガイダンス、単位取得の要件について、地図で「ヨーロッパ」を確認しよう！
２．ベルリンの壁崩壊とドイツ統一が欧州統合に与えた影響

第二部 基礎知識編
３．EC（ヨーロッパ共同体）からEU（ヨーロッパ連合）へ
４．EUのしくみと機構
５．加盟国間の多様性
６．ヨーロッパにおける「人の自由移動」とは

第三部 いま、ヨーロッパでは何が起きているのか
７．ユーロ危機とEUの将来 － ヨーロッパ政治の視点から
８．ヨーロッパへ向かう「難民・移民」と欧州各国の対応
９．英国におけるEU離脱を問う国民投票とその後
10. 2017年以降のヨーロッパ各地における選挙から見えるもの

第四部 いま、再び「ヨーロッパ統合」について考える
11. 気候変動とエネルギー政策への取り組み 
12. ヨーロッパにおける安全保障政策と国境管理
13．イスラーム世界とどう向き合うか？ 
14. 知られざる人々「ロマ」
15. 講義のまとめ － 小レポートの作成 

＊単位取得のためには、小レポートの作成は必須です。詳細は、初回ガイダンスで説明します。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

１．毎回の講義内容について、受講票を提出（50点満点で評価）

２．小レポートの作成（50点満点で評価）

＊単位取得のためには、１と２の合計点が60点以上であることが必要です。詳細は、初回ガイダンスで説明し
ます。

教科書等

教科書や参考文献は指定しません。講義を理解するために必要な資料は、毎回の授業中に配布します。

この講義と関連して、以下の2冊は考えるヒントになります。

・遠藤乾『欧州複合危機：苦悩するEU 揺れる世界』中央公論新社、2016年。
・庄司克宏『ブレグジット・パラドクス―欧州統合のゆくえ』岩波書店、2019年。

また、駐日欧州委員会代表日のHPでは、講義で扱うトピック以外にもさまざまな情報を得ることができま



す。URLは、http://www.euinjapan.jp/です。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ロシア研究

単位数 2.0

担当者 講師 斎藤祥平

履修時期 後期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要
ロシアはヨーロッパとアジア双方と関わりながら、その歴史、文化、アイデンティティを形成してきた。この講義
では、そうした(1)ロシアの歴史、(2)ロシアの芸術などの文化、(3)ロシアのアイデンティティの問題、(4)現代ロ
シアとその行方について講義する。

科目の到達目標 ロシアの歴史、文化、政治の特徴について、特にそのヨーロッパとアジア双方との関係について総合的に理
解を深め、各自が関心を持ったテーマについて簡単な論述ができるようになること。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ロシア（とその周辺地域）についての新聞記事・ニュースをチェックしてください。また、テーマごとに参考文献
を紹介するので、各自が関心を持つ事柄について調べ、レポートの作成に備えてください。

講義内容

1.導入 ロシアという国。基本的な情報。
2.歴史① ロシア国家の形成と歴史の特徴
3.歴史② ロシア帝国史の諸論点
4.歴史③ 日露関係史（１）
5.歴史④ 日露関係史（２）
6.歴史⑤ 日露戦争
7.歴史⑥ ロシア革命とその影響
8.文化・アイデンティティ① ドキュメンタリー鑑賞
9.文化・アイデンティティ② ソ連崩壊と社会
10.文化・アイデンティティ③ ロシア文学
11.文化・アイデンティティ④ 在外ロシア
12.現代① ロシアの中のイスラーム
13.現代② 現代ロシアの国際関係
14.現代③ ロシアはどこへ？
15.まとめとレポートについて

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
受講票の記述（40％）、授業中に鑑賞するドキュメンタリー等への感想文（10％）、最終レポート（50％）詳しく
は初回の授業で説明します。受講者数によっては授業の進め方を変更する可能性もあるため、初回の授業
に出席するようにしてください。

教科書等 参考文献は授業中に紹介します。また、必要に応じて参考文献からの抜粋や資料を配布します。

担当者プロフィール
専門はロシア近現代史、ロシア思想史。特に、1920年代以降の亡命ロシア人の歴史。主な論文に、“Crossing
Perspectives in Manchukuo: Russian Eurasianism and Japanese Pan-Asianism,” Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas 65, No. 4 (2017), pp. 597-623など。

授業に関連する実務経
験

備考 ソ連史や冷戦期の国際関係については「国際関係史（ロシア）」で詳しく扱います。



科目名 東南アジア研究

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 板谷 大世

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

・世界最大のムスリム人口を抱えるインドネシア、敬虔な仏教徒の国家であるタイ、ヒンズー教徒が多数を占
めるバリ島、カトリック教徒が８割を占めるフィリピン、このように宗教だけを見ても東南アジアは多様性に富
んでいます。また経済的に見ても、ミャンマーやカンボジアなどと、ブルネイやシンガポールとの間に
は、100倍近い経済的な格差もあります。政治的にも、独立以来、議会制民主主義を大切にしてきた国もあれ
ば、20年近く国会が停止されていた国もあります。
・こうした多様性をもって、東南アジアは政治経済的に「東西対立と南北問題の接点」であり、文化的には「文
化の十字路」に位置している、ともいわれます。こうした、政治・経済・文化の面において多様性をもつ東南ア
ジア地域を理解するための、最初の一歩として本講義は位置づけられています。写真やビデオなども活用し
ながら、東南アジアを身近に感じるように講義を進めます。

科目の到達目標

・東南アジアは非常に多様な性格をもった国々からなる地域であることを理解すると同時に、多様性の中にあ
る共通性についても理解できるようになる。
・植民地支配が戦後の社会と政治に与えた影響について理解できるようになる。
・米中ソといった大国が、戦後の東南アジア地域に与えた影響について理解できるようになる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ・講義内容を指定した用紙に整理し、「復習ノート」として翌週の授業時に提出する。「復習ノート」は内容を確
認した後に返却します。

講義内容

・講義ではまず最初に、東南アジアを地域として理解することから始めます。東南アジアに位置する国家の認
識だけを深めても、東南アジアの全体像を理解することは難しいからです。植民地としての歴史、民族問題、
中国との関係、日本の占領、冷戦の影響、そしてASEANを中心とする国際関係など、東南アジアを地域とし
て理解するために不可欠な要素の解説から講義をスタートさせます。
・東南アジアの地域的特徴を理解した上で各国の理解を深めます。

１ オリエンテーション
２ 東南アジアと植民地支配について
３ 東南アジアと中国について
４ インドネシアの社会と政治
５ マレーシアの社会と政治
６ シンガポールの社会と政治
７ フィリピンの社会と政治
８ タイの社会と政治
９ ミャンマーの社会と政治
10 ミャンマーに関する映画の紹介(前半)
11 ミャンマーに関する映画の紹介(後半)
12 ベトナム、カンボジア・ラオスと国際政治(2回)
14 東南アジアとＡＳＥＡＮ
15 授業の総括と復習ノートの取りまとめ作業

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・「平常の成績(平常点)」により成績評価を行います。
・平常点は、毎回の授業内容をまとめて授業の翌週に提出する復習ノートの内容(50%)と、最後の授業時に作
成する取りまとめノートの内容(50%)により評価します。単位を取得するためには、それぞれにおいて60%以上
の評価が必要です。
・詳細については、第１回目の講義の際に説明します。

教科書等

・教科書は指定しません。
・参考書：清水一史、田村慶子、横山豪志(編著)、『東南アジア現代政治入門［改訂版］』ミネルヴァ書
房、2018年。
・参考書：増原(他著)『はじめての東南アジア政治』有斐閣、2018年
・参考書：岩崎育夫、『入門 東南アジア近現代史』講談社現代新書、2017年。
・参考書：山本信人(監修)、『東南アジア地域研究入門１〜４』慶應大学出版会、2017年。

担当者プロフィール 東南アジア諸国の政治分析が専門。他の担当科目は「開発政治論」、「東南アジア研究」など。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 Contemporary Political Issues

単位数 2.0

担当者 NISHIDA, Tatsuya

履修時期 Fall Semester

履修対象 1st year students and above

講義形態 講義

概要

This course examines a wide variety of political issues that the Japanese government and society are
confronted with now and will continue to be confronted with in the future. The course specifically looks at
political developments related to decreasing population and environment. The course will provide students
from overseas with a basic understanding of Japanese politics and give Japanese students opportunities to
think about political problems critically and express their opinions about Japanese politics. This course is
also suitable for students who want to improve their academic English skills. In particular, the course is
designed to train Japanese students who are thinking about studying abroad.

科目の到達目標
International students are expected to gain an understanding of major political issues in Japan, while
Japanese students are expected to develop their academic ability to read, write and speak about their own
views on Japanese politics, in English.

受講要件 No particular requirements.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Reading materials and homework will be assigned before each class.

講義内容

I. Introduction
Class 1: Introduction and course guidance
Class 2: Self-introduction presentation
Class 3: Review self-introduction presentation
Class 4: What do we know about Japan? What don’t we know about Japan?

III. Shrinking Japan
Class 5: Shrinking Japan (1) Declining birth rate and aging population in Japan
Class 6: Shrinking Japan (2) Deepening fiscal crisis in Japan 
Class 7: Can Japanese women save Japan? 
Class 8: Can non-Japanese people save Japan?

V. Japanese Politics around Peace and Security
Class 9: Global warming and Japan (I)
Class 10: Global warming and Japan (II)
Class11: Plastic wastes and Japan

VI. Expressing Your Thoughts
Class 12: Effective presentation skills
Class 13: Student presentation session (I)
Class 14: Student presentation session (II)
Class 15: Wrap-up

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

1. Class participation will count for 30% of the final grade.
2. Ten homework assignments will count for 50% of the final grade.
3. Class presentation of your paper will count for 20% of the final grade.
4. A bonus may be given to students whose performance is outstanding (maximum 10%).

教科書等 Course materials will be distributed in class.

担当者プロフィール
Nishida had taught international security theories at Hiroshima City University until the 2018 AY. His
research focuses mainly on alliance theories, but his research interests broadly include Japan’s foreign and
defense policy, Japan-US relations, and Japanese domestic politics.

授業に関連する実務経
験

Had worked for the Ministry of Foreign Affairs of the Japanese Government and the United Nations
Development Programme (UNDP)

備考 This course will be taught in an intensive format, during the spring break. The exact dates will be announced
on the notice board by 10 October, at the latest.



科目名 International Politicsⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 准教授 古澤 嘉朗

履修時期 Spring semester 1

履修対象 Second year and above

講義形態

概要

授業形態：講義

This class is designed for students to have a better understanding of the world we are living in. Students
will learn the basic concepts and theory of International Relations. In this first half of the class, students will
be exposed to such concepts as state, cosmopolitanism, MIMENET, and modern colonialism.
Each week, a student (or a group of students) will be assigned to present the contents of the reading
assignment, which will be followed by (i) a group discussion to deepen their understandings about reading
material and (ii) a supplementary lecture by the instructor. In order to learn from each other, students are
also encouraged to share their thoughts in group discussions.

科目の到達目標 The aims of this course are to introduce and equip students with knowledge of International Relations, to
better equip them with a critical mind to analyze the complex issues we are facing in today’s world.

受講要件 Students will need sufficient English ability to complete a 20-page reading assignment every week.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Reading material (around 20 pages) will be assigned every week.

講義内容

1. Introduction
2. Why is people’s movement restricted?
3. Why is the world divided territorially?
4. How do we begin to think about the world?
5. How do we find out what’s going on in the world?
6. How does the way we use the internet make a difference?
7. How does colonialism work?
8. Conclusion

期末試験実施の有無

評価方法・基準 Class evaluation will be based on (1) class participation (30%), (2) class presentations (30%), and (3) a term
paper (40%).

教科書等 A main reference for the class: Jenny Edkins and Maja Zehfuss, eds, Global Politics: A New Introduction.
Routledge, Routledge (2nd edn), 2014.

担当者プロフィール

Yoshiaki FURUZAWA works on issues such as peacebuilding, security sector reform and memory in post-
conflict and transitional countries. He regularly visits Sierra Leone and Kenya for fieldwork. He publishes
mainly in Japanese academic journals. Previously, he was a visiting fellow at the Centre for Peace and
Conflict Studies, University of St. Andrews (UK). He also gained practical experiences with the Carter
Center (USA) as a YKK fellow (2005) and a Japanese non-for-profit organization called the Peacebuilders
(2007-08).

【実務経験】
国内外のNGOで計3年間勤務したことがある。The Carter Center（米国）では、Democracy ProgramにてYKK
Fellowとしてエチオピアの市民間対話事業とガイアナの選挙監視事業の立ち上げに従事した（2005年9月
―2006年9月）。特定非営利活動法人ピースビルダーズでは、プログラム調整員として外務省委託平和構築
人材育成パイロット事業とジャパンプラットフォーム平和構築基金助成事業を担当した（2007年5月
－2009年3月）。

授業に関連する実務経
験

備考

＊ 英語「の」クラスではなく、英語「で」クラスをします。
＊ 英語圏への留学を真剣に考えている学生、また留学から戻ってきた学生、HIROSHIMA & PEACEを受講し
た学生なども歓迎します。
＊ 一定程度以上の英語力が求められます。試験のスコアは必ずしも参考にならないのであくまでも「参考情
報」ですが、TOEIC550点は1つの目安かと思います。



科目名 International Politicsⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 准教授 古澤 嘉朗

履修時期 Spring semester 2

履修対象 Second year and above

講義形態

概要

授業形態：講義

This class is designed for students to have a better understanding about the world we are living in. Students
will learn the basic concepts and theory of International Relations. In this second half of the class, students
will be exposed to such concepts as poverty, violence, Responsibility to Protect, and securitization.
Each week, a student (or a group of students) will be assigned to present the contents of the reading
assignment, which will be followed by (i) a group discussion to deepen their understandings about the
reading material and (ii) a supplementary lecture by the instructor. In order to learn from each other,
students are also encouraged to share their thoughts in group discussions.

科目の到達目標 The aims of this course are to introduce and equip students with knowledge of International Relations, to
better equip them with a critical mind to analyze the complex issues we are facing in today’s world.

受講要件 Students will need sufficient English ability to complete a 20-page reading assignment every week.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Reading material (around 20 pages) will be assigned every week.

講義内容

1. Introduction
2. Why do some people think they know what is good for others?
3. Who has rights?
4. How can we end poverty?
5. Why does politics turn to violence?
6. What counts as violence?
7. What can we do to stop people harming others?
8. Conclusion

期末試験実施の有無

評価方法・基準 Class evaluation will be based on (1) class participation (30%), (2) class presentation (30%), and (3) a term
paper (40%).

教科書等 A main reference for the class: Jenny Edkins and Maja Zehfuss, eds, Global Politics: A New Introduction.
Routledge, Routledge (2nd edn), 2014.

担当者プロフィール

Yoshiaki FURUZAWA works on issues such as peacebuilding, security sector reform and memory in post-
conflict and transitional countries. He regularly visits Sierra Leone and Kenya for fieldwork. He publishes
mainly in Japanese academic journals. Previously, he was a visiting fellow at the Centre for Peace and
Conflict Studies, University of St. Andrews (UK). He also gained practical experiences with the Carter
Center (USA) as a YKK fellow (2005) and a Japanese non-for-profit organization called the Peacebuilders
(2007-08).

【実務経験】
国内外のNGOで計3年間勤務したことがある。The Carter Center（米国）では、Democracy ProgramにてYKK
Fellowとしてエチオピアの市民間対話事業とガイアナの選挙監視事業の立ち上げに従事した（2005年9月
―2006年9月）。特定非営利活動法人ピースビルダーズでは、プログラム調整員として外務省委託平和構築
人材育成パイロット事業とジャパンプラットフォーム平和構築基金助成事業を担当した（2007年5月
－2009年3月）。

授業に関連する実務経
験

備考

＊ 英語「の」クラスではなく、英語「で」クラスをします。
＊ 英語圏への留学を真剣に考えている学生、また留学から戻ってきた学生、HIROSHIMA & PEACEを受講し
た学生なども歓迎します。
＊ 一定程度以上の英語力が求められます。試験のスコアは必ずしも参考にならないのであくまでも「参考情
報」ですが、TOEIC550点は1つの目安かと思います。



科目名 アメリカ政治論ⅰ

単位数 1.0

担当者 准教授 倉科一希

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 現在のアメリカ社会において何が問題になっており、それがアメリカの政治にどのような影響を与えているか
を検討するために必要な情報を提供する。

科目の到達目標
アメリカに関するメディアの情報を、政治・経済・社会をめぐるアメリカの文脈に位置づけ、その正確な理解を
可能にするために必要な知識を取得し、アメリカ政治の文脈を理解する。それを通じて、メディアにおけるアメ
リカ関連のニュースを自分で理解・判断ができるようになる。

受講要件 アメリカ政治論iiと併せて履修することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
第一回の講義で詳細なシラバスを配布し、各講義の内容に関連する教科書・参考文献のページを挙げてお
く。講義前・講義後に内容を確認し、講義内容と合わせて内容を整理すること。また、アメリカに関する情報を
ニュースや新聞などを通じて入手し、講義内容と関連させて積極的に活用すること。

講義内容

１．はじめに
２．自由と秩序
３．争点としての自由と秩序
４．人種と移民
５．近年の人種と移民
６．経済格差と社会福祉
７．格差と福祉をめぐる対立
８．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点：20％
期末レポート：80％

教科書等 教科書：西山隆行『アメリカ政治入門』（東京大学出版会、2018年）
参考書：岡山裕・西山隆行（編）『アメリカの政治』（弘文堂、2019年）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦史の再検討』（共著、
法政大学出版会）など。

授業に関連する実務経
験

備考 講義に関連する連絡を大学が提供するメールアドレスにすることがあるので、定期的に確認すること。



科目名 アメリカ政治論ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部准教授 倉科一希

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 アメリカ政府の仕組みを概観し、連邦制や大統領制、選挙など、日本の政治体制と異なる点を中心に情報を
提供する。とくに本年は大統領選挙が行われるため、これに関連する情報を重視して提供する。

科目の到達目標
アメリカ政治の仕組みはしばしば独特であり、その特徴を理解しなければ個々の事例を適切に理解すること
が困難となる。本講義によって、このようなアメリカ政治の特徴に関する知識を習得する。それによって、メ
ディアのニュースを適切な文脈に位置づけ、正確な判断ができるようになる。

受講要件 とくになし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

第一回の講義で詳細なシラバスを配布し、各講義の内容に関連する教科書・参考文献のページを挙げておく
ので、事前・事後に確認すること。また、アメリカに関するニュースをメディアを通じて収集し、講義内容と関連
させて積極的に活用すること。とくに本年は大統領選挙が行われるので、関連する情報に関心を持って収集
すること。

講義内容

１．はじめに
２．政党
３．近年の政党の変質
４．選挙の仕組み
５．2020年大統領選挙
６．大統領の権限と連邦政府
７．トランプに何を期待したのか
８．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点：20％
期末レポート：80％

教科書等 教科書：西山隆行『アメリカ政治入門』（東京大学出版会、2018年）
参考書：久保文明・砂田一郎・松岡泰・森脇俊雅、『アメリカ政治 第3版』（有斐閣、2017年）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦史の再検討』（共著、
法政大学出版会）など。

授業に関連する実務経
験

備考 講義に関連する連絡を大学が提供するメールアドレスにすることがあるので、定期的に確認すること。



科目名 ミクロ経済学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
経済学は世の中の様々な現象を分析するための道具です。物を買うとき、進路を決めるとき、なぜ我々はそ
のような選択をするのか？なぜ、環境問題や交通渋滞などの社会現象が起きるのか？政策にはどのような
効果（失敗）があるのか？この講義ではこれらの具体例をいくつも挙げ、１つ１つを「経済学的な考え方」で読
み解いていきます。また、その中で、経済学の基本原則、適用範囲の広さ・限界、長所・短所について解説し
ます。
特に「ミクロ経済学I」では、ミクロ経済学の基礎的なトピックス（消費者行動、生産者行動、市場の働き）を重
点的に扱います。

科目の到達目標
受講生が、「経済学的な考え方」で人々の選択や社会現象、政策効果のメカニズムを分析し、より良い選択と
は何か、望ましくない現象を解決するためにはどうすべきか、などの対策を提案できるようになることを目指し
ます。

受講要件
特になし。
公務員試験で出題されるトピックスも扱うので、将来、公務員も視野に入れている方は是非受講するようにし
てください。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
分からないことがあれば、すぐに質問してください。
毎回レジュメを教科書代わりに使ってもらいます。
下記の参考書は講義への理解を大いに助けてくれるはずですので、購入をお勧めします。

講義内容

第１回：ガイダンス
第２回：経済的な考え方
第３回：消費者行動：需要の概念
第４回：消費者行動：希少な財の配分
第５回：消費者行動：無差別曲線と予算制約線
第６回：消費者行動：効用最大化問題・支出最小化問題
第７回：中間テスト①
第８回：生産者行動：供給の概念
第９回：生産者行動：機会費用とサンクコスト
第10回：生産者行動：等量曲線と等費用曲線
第11回：生産者行動：費用最小化問題・利潤最大化問題
第12回：中間テスト②
第13回：市場の働き：価格調整
第14回：市場の働き：消費者余剰と生産者余剰
第15回：市場の働き：政府による市場介入

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、中間テスト30点、期末テスト40点で評価します。

教科書等
教科書：なし
参考書：グレゴリー・マンキュー著『マンキュー経済学Iミクロ編（第3版）』東洋経済新報社 2013年
参考書：スティーヴン・レヴィット他著『ミクロ経済学基礎編』東洋経済新報社 2017年

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など。
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ミクロ経済学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
経済学は世の中の様々な現象を分析するための道具です。物を買うとき、進路を決めるとき、なぜ我々はそ
のような選択をするのか？なぜ、環境問題や交通渋滞などの社会現象が起きるのか？政策にはどのような
効果（失敗）があるのか？この講義ではこれらの具体例をいくつも挙げ、１つ１つを「経済学的な考え方」で読
み解いていきます。また、その中で、経済学の基本原則、適用範囲の広さ・限界、長所・短所について解説し
ます。
特に「ミクロ経済学II」では、「ミクロ経済学I」で学習した基礎的内容を、様々なビジネス・シーンや政策検討な
どに活用する方法について学習していきます。

科目の到達目標
受講生が、「経済学的な考え方」で人々の選択や社会現象、政策効果のメカニズムを分析し、より良い選択と
は何か、望ましくない現象を解決するためにはどうすべきか、などの対策を提案できるようになることを目指し
ます。

受講要件
ミクロ経済学Iを受講済みであることが望ましいです。
ミクロ経済学の基礎を学習した上で、実社会における活用に興味のある方は本講義を受講することを強くお
勧めします。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
分からないことがあれば、すぐに質問してください。
毎回レジュメを教科書代わりに使ってもらいます。
下記の参考書は講義への理解を大いに助けてくれるはずですので、購入をお勧めします。

講義内容

第１回：ガイダンス
第２回：独占：独占企業が得る利益と市場全体にもたらす損失
第３回：独占：独占企業が儲けるための価格戦略あれこれ
第４回：不完全競争：寡占企業による価格競争（低価格競争が起きる理由）
第５回：不完全競争：寡占企業の生産量決定（OPECが崩壊した理由）
第６回：不完全競争：独占的競争（企業が商品の差別化を図る理由）
第７回：中間テスト①
第８回：情報の非対称性（保険業者がだましだまされる理由とその対策）
第９回：投機（先物取引や空売りの意外な社会貢献）
第10回：不確実性（将来が予測できない場合の投資決定とリスクへの対策）
第11回：比較優位（日本の食料自給率が低い理由、同居者との家事分担）
第12回：中間テスト②
第13回：負の外部性（環境問題が起きてしまう理由と直接規制による対策）
第14回：負の外部性（経済的インセンティブを活用した環境問題への対策）
第15回：正の外部性（私たちが投票に行かない理由）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、中間テスト30点、期末テスト40点で評価します。

教科書等
教科書：なし
参考書：グレゴリー・マンキュー著『マンキュー経済学Iミクロ編（第3版）』東洋経済新報社 2013年
参考書：スティーヴン・レヴィット他著『ミクロ経済学基礎編』東洋経済新報社 2017年

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など。
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考

【2020年度のみに関する特例措置】
新型コロナ感染拡大防止対策として授業開始が5月11日からとなったため、期末試験日を含めて計14週で授
業を実施していきます。（例年は計16週で実施しています）
計算上、現状では学修時間が２コマ不足していますので、その分に相当する補講を行うか、課題を課す予定
です。詳細については追って連絡します。



科目名 マクロ経済学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部教授 高橋広雅

履修時期 後期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

授業形態は講義です。マクロ経済学は、1国全体、あるいは国と国の間においてどのような仕組みで経済が
成り立っているかを分析する分野です。
マクロ経済学Ⅰでは、経済学の基本的な考え方を学んだ後、マクロ経済学に登場する用語、概念について勉
強します。
具体的には、GDP、資本市場、貨幣の概念、国と国の取引を中心に講義を進めます。

科目の到達目標 １．市場と価格の役割を理解する。
２．GDP、資本市場、貨幣、国際経済についての基本的な考え方を理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業後は、授業内容を復習し分からないことがあればすぐに質問する。
授業に関係する情報を常に収集する。

講義内容

１．ガイダンス
２．経済学と何か？
３．市場と価格（定義）
４．市場と価格（機能）
５．市場の失敗と政府の役割
６．マクロ経済学とは何か？
７．国民経済計算（定義）
８．国民経済計算（注意点）
９．資本市場（基本事項）
10．資本市場（機能）
11．貨幣・銀行制度・金融政策（定義）
12．貨幣・銀行制度・金融政策（物価変動）
13．国際経済（国際取引）
14．国際経済（比較優位）
15．国際経済（外国為替）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出席状況、レポートの提出、試験の結果を総合して評価します。

教科書等

教科書：特定のテキストは使用しません。
参考書：
北坂真一『マクロ経済学・ベーシック』有斐閣、２００３年
武隈慎一『マクロ経済学の基礎理論』新世社、１９９８年
中谷巌『入門マクロ経済学』日本評論社、２０００年

担当者プロフィール 専攻：マクロ経済学、経済成長論、経済政策論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 基本統計学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
私たちは不確実な世界に生きています。たいてい、複雑な事象（人の心理・行動、社会・経済の構造など）を
正確に把握することや、将来の出来事（災害、寿命、収入など）を正確に予想することは至難の業です。それ
でも、私たちはそうした状況での判断や選択（就職、結婚・育児、商売、資産運用、選挙、政策など）を迫られ
ることが多々あります。近年は特に「エヴィデンスに基づく判断・選択」を求められるようになってきました。そ
のために必要なスキルは、データの意味を正確かつ客観的に読み取ること、適切な方法でデータを収集し分
析することです。
「基本統計学I」では、統計上の数値の計算方法や読み方（記述統計学）と確率の計算方法（確率論）などを扱
います。

科目の到達目標

Darrel Huffは自著『統計でウソをつく法』において「いつの日か、統計的思考は市民にとって読み書きの能力
と同様に必要なものになるだろう」と述べています。よくよく注意すれば、世の中には偏ったデータや不正確な
データ、印象操作されたデータが多く出回っており、大半の人々がそのことに無防備に影響され、無意識に
誤った判断・選択をし、不利益をこうむっているからです。適切なデータの解釈・収集・分析方法を身につける
ことで、こうしたデータ環境の不備に対する免疫力をつけ、不利益を回避できるようになりましょう。

受講要件

特にありませんが、一回一回が基礎の積み重ねなので、遅刻・欠席すると以降の講義についていけなくなる
恐れがあります。安易に遅刻・欠席しないようにしてください。
世の中に出回るデータを正しく解釈し活用できるようになりたい方には本講義を受講することを強くお勧めし
ます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
分からないことがあれば、すぐに質問してください。
毎回、演習問題の時間を設けるので、電卓を持参してください。
教科書を購入してください。練習問題に取り組んでもらいます。

講義内容

第１回：ガイダンス
第２回：ヒストグラムと代表値（平均、分散、相関係数の意味と利用する際の注意点）
第３回：問題演習
第４回：確率（確率の定義と計算方法、「明日の降水確率」の意味）
第５回：問題演習
第６回：中間テスト①
第７回：確率変数
第８回：問題演習
第９回：確率分布（女子フィギアスケーターが三回連続でトリプルアクセルを成功する確率は？）
第10回：同時確率分布（人生設計や人事、経済・福祉政策の設計に役立つ所得の確率分布）
第11回：大数の法則（一部の人にしか調査できなくても社会全体の意見を把握できる驚異の法則）
第12回：問題演習
第13回：中間テスト②
第14回：正規分布（その成り立ちと汎用性）
第15回：問題演習

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、中間テスト30点、期末テスト40点で評価します。

教科書等 教科書：豊田利久ほか著『基本統計学（第３版）』東洋経済新報社 2010年
参考書：なし

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など。
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 財政学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 寺田 英子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この講義では，経済学の視点からみた公共政策の役割とその限界について学びます．
対象となるのは，政府や公的企業と呼ばれる企業などで，これらは公共部門と呼ばれています．公共部門
は，企業や家計が取り組むことができない活動を行なっています．なぜ公共部門が必要なのか，それはどの
ような場合にうまく機能するのか，うまく機能しない理由は何かを学びます．
経済学の概念としては，「市場の失敗」と呼ばれる現象を起こす外部性，公共財，および独占企業の行動と政
府規制に関する基礎的な知識を学びます．

科目の到達目標

私たちの身近に起こっている社会問題をとりあげて，ミクロ経済学，公共選択の理論を使ってどのように考え
ることができるのか学びます．経済学らしい考え方になじんでください．
道路、ダム、公共施設等について、建設前にはその有用性が高く評価されたにもかかわらず、建設後にムダ
な事業だったと批判されることがよくあります．公共政策を実施するときには、限られた予算を効果的に使うた
めに、事前の評価と事後のモニタリングが政策決定の基礎として完備される必要があります．そのような評価
に用いられるのが費用・便益分析です．この講義の後半では費用・便益分析の基礎的な考え方を学びます．

受講要件 特にありません．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・講義終了後は、教科書等を参照してノートを整理して下さい．
・内容が分かりにくいときは、教科書を参照してください．井堀利宏、『公共経済学』、新世社、1998年
グレゴリー・マンキュー著『マンキュー経済学 Iミクロ編』東洋経済新報社、2013年．
・費用便益分析の教科書は、以下の「教科書等」にある翻訳書を参照してください．ただし、日本語訳の間違
いが多いの で、お薦めはしません．
・メールによる質問も受け付けます．個別に説明が必要な場合には，メールで予約を申し込んで下さい．
メールアドレスは以下のとおりです．narita@hiroshima-cu.ac.jp

講義内容

第1回 市場と政府の役割について
第2回 公共経済学的な考え方とは
第3回 投票；中位投票者モデルについて
第4回 投票；投票のパラドックスについて
第5回 合理的な政策選択について
第6回 第1回 クイズ（第2回から第5回の講義内容が出題範囲）と重要な概念の解説
第7回 第1回クイズの講評とアドバイス、公共財の供給ゲーム 
第8回 市場の失敗と政府の政策介入
第9 回 市場需要曲線、市場供給曲線、および市場均衡
第10回 公共財への市場需要曲線(第9回の続き)/自然独占市場、競争市場の比較
第11回 自然独占市場、競争市場の比較(第10回の続き)
第12回 第2回 クイズ（第7回から第11回の講義内容が出題範囲）と重要な概念の解説
第13回 効率性を測る仕組みとしての費用便益分析
第14回 公共支出の評価について；費用便益分析（１）、質問票を配布
第15回 公共支出の評価について；費用便益分析（２）、質問への回答
8月上旬に第 3 回 クイズ（第13回から第15回の講義内容が出題範囲）を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

・学期中にクイズ（小テスト）を３回予定しています（80％）．ノート・講義中の配布資料持ち込みで実施し
ます．クイズ実施の予定は「講義内容」に書いたとおりです．２週間前にアナウンスをします．
・クイズの結果と受講票（20％）で成績評価をします．受講票には講義中の質問について回答を書いてもらい
ます．
・クイズの目的は講義で説明した重要な概念が理解できたかどうかを確認することです．クイズ終了後に解答
例を配り，解説をします．
・全体的な理解にやや難がある場合には、講義内容を再解説するので、予定していた講義内容と一致しない
こ
とがあります．
・出席回数の要件については『学生 HANDBOOK』に規定されているとおりです．

教科書等

教科書：井堀利宏、『公共経済学』、新世社、1998年
グレゴリー・マンキュー著『マンキュー経済学 Iミクロ編』東洋経済新報社，2013年．
佐藤主光、『公共経済学』、新光社、2017年．
J. B. Stevens, The Economics of Collective Chice, Westview Press, 1993.
Boardman, A., D. Greenberg, A. Vining, and D. Weimer, Cost-Benefit Analysis, Prentice Hall, 2010.（岸本光永
監訳、出口亨、小滝日出彦、阿部俊彦訳『費用・便益分析』ピアソン・エジュケーション、2004年）

研究者としての私の特徴
① 分析ツールは公共選択論で，現実の政策に関心がありますが、その中身というよりは，
制度的な意思決定の仕組みや経済的なインセンティブに興味があります．
② 市場メカニズムにまかせるほうが，いろいろと無駄は生じるものの，計画経済的な状況



担当者プロフィール よりもはるかにマシだ，と考えています．
私の研究内容
① イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
② 公共交通のアクセシビリティに関する日とイングランドの比較研究
③ 国際拠点港湾の民営化に関する研究

授業に関連する実務経
験

1987年～1998年まで（株）ＰＨＰ総合研究所というシンクタンクで研究員をしていました。男女雇用機会均等法
（1985年制定）が施行されて２年目の総合職として入社しましたが、大学院での研究内容（公共交通、港湾物
流）が活かせる職位でした。外部資金の獲得も担当業務の一部だったので、研究企画をコンペに出して助成
金を獲得し、大学教員の研究作業をコーディネートして成果を出すという経験が今でも役立っています。

備考



科目名 財政学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 寺田 英子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この講義では様々なタイプの環境問題を経済学の視点から考えます．
前期の「財政学I」で学んだ市場の失敗と政府の政策介入に関する基礎的な知識をこの講義でも使います．
政府、自治体、企業や市民が環境問題に対処する方法はいろいろあります.この講義では,経済学の立場から
みてこれ らの主体の行動が合理的なものかどうかを考えます．

科目の到達目標

この講義の到達目標は、ミクロ経済学で用いられる資源配分上の効率性の考え方を身近な環境問題にあて
はめ、経済学 的な考え方の特徴を理解することです．
ここでの効率性の概念とは、社会の資源配分の仕方に関わるものです．できるだけ具体的に問題を考えるこ
とができる ように、事例をもとにミクロ経済学的な考え方を説明します．これまでに扱った事例は、国内と海外
の都市の交通渋 滞，景観の保存，枯渇資源の維持などです．

受講要件 とくにありません．前期の「財政学Ｉ」を履修していなくても受講できます．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・講義後にノートを整理して下さい．分り難い部分は、教科書の栗山浩一、馬奈木俊介『環境経済学をつか
む』有斐 
閣、2008年を参照して下さい．
・メールによる質問を受け付けています．個別に再解説が必要な場合には，メールで予約を申し込んで下さ
い．
・メールアドレスは以下のとおりです．narita@hiroshima-cu.ac.jp

講義内容

第1回 環境問題を経済学の立場から考える
第2回 環境の価値について；支払意思額
第3回 環境の価値について；受入補償（受容）額
第4回 無差別曲線の意味、支払意思額と受入補償（受容）額の図示、例題
第5回 個別需要曲線、市場需要曲線、消費者余剰について
第6回 第1回クイズ（第2回から第5回の講義内容から出題）と重要な概念の解説
第7回 ビデオ教材「現代日本の形成過程：エネルギー革命、産業と公害・環境」の視聴
第8回 環境評価手法: トラベルコスト法について
第9回 環境評価手法: 仮想評価法（CVM)について、第2回クイズの説明、課題の配布
第10回 外部性が存在するときの経済学的な対処；コース定理と自発的交渉、取引費用の存 
在
第11回 第2回クイズ(レポート)の提出、課題の解説: 排出権市場の機能
第12回 外部性の内部化について: ピグー税の概念と事例（混雑税）
第13回 外部性が存在するときの経済学的な対処法（総括）
第14回 自発的交渉で外部性の問題は解決できるのか、講義に関する質問の収集
第15回 講義に関する質問に回答
2月上旬に第3回クイズ（第8回、第11回～第15回の講義内容から出題）を実施します．

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

・学期中にクイズ（小テスト）を３回、ノート持ち込みで実施します．クイズ実施の予定は「講義内容」に書
いたとおりです．２週間前にアナウンスをします．
・クイズの結果で成績評価をします．
・クイズの目的は講義で説明した重要な概念が理解できたかどうかを確認することです．クイズ終了後に、解
答と解説をします．
・全体的な理解にやや難がある場合には、講義内容を再解説するので、予定していた講義内容とずれが生じ
ることがあり ます．
・出席回数の要件については学生ハンドブックに規定されているとおりです．

教科書等

教科書：井堀利宏『公共経済学』新世社、1998年
栗山浩一、馬奈木俊介『環境経済学をつかむ』有斐閣、2008年
栗山浩一、柘植隆宏、庄子 康 『初心者のための環境評価入門』勁草書房、2013年
肥田野 登『環境と行政の経済評価―CVM(仮想市場法)マニュアル 』勁草書房、1999年 
参考書：Miller, R. L., Benjamin D. K., and North D. C., The Economics of Public Issues, 
12th Edition, Addison Wesley Longman, 2001.
その他の関連資料は必要に応じて講義中に配布します．

担当者プロフィール

研究者としての私の特徴
① 分析ツールは公共選択論で，現実の政策に関心がありますが、その中身というよりは，
制度的な意思決定の仕組みや経済的なインセンティブに興味があります．
② 市場メカニズムにまかせるほうが，いろいろと無駄は生じるものの，計画経済的な状況
よりもはるかにマシだ，と考えています．
私の研究内容
① イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
② 公共交通のアクセシビリティに関する日とイングランドの比較研究



③ 国際拠点港湾の民営化に関する研究

授業に関連する実務経
験

1987年～1998年まで（株）ＰＨＰ総合研究所というシンクタンクで研究員をしていました。男女雇用機会均等法
（1985年制定）が施行されて２年目の総合職として入社しましたが、大学院での研究内容（公共交通、港湾物
流）が活かせる職位でした。外部資金の獲得も担当業務の一部だったので、研究企画をコンペに出して助成
金を獲得し、大学教員の研究作業をコーディネートして成果を出すという経験が今でも役立っています。

備考



科目名 金融論

単位数 2.0

担当者 高久 賢也

履修時期 後期

履修対象 ２年生

講義形態 講義

概要

金融とは、お金の融通（やりとり）であり、その基本はお金の貸し借りである。金融の大きな役割は、資金余剰
主体から資金不足主体へのお金の流れを円滑にすることにある。もし金融の仕組みが存在しなければ、我々
は（経済活動において）必要な資金を円滑に調達できないことになり、経済活動が停滞してしまうだろう。その
ため、現代経済において金融の仕組みは必要不可欠であり、その仕組みについて学ぶことは極めて重要で
あると言える。
本講義では、金融の基本について講義するとともに、現実に起こっている金融の諸問題についても（新聞記
事やデータなどに基づいて）解説を行う。

科目の到達目標
本講義で修得する金融の基本的な知識に基づいて、受講生が、（金融関連の）新聞記事や専門文献を理解
し、自らの力で金融に関する諸問題について考えることができるようになることを目標とする。本講義は、国際
金融論を学ぶための基礎としての位置付けもある。

受講要件 特にないが、ミクロ経済学やマクロ経済学の講義を履修しているとより理解が深まる。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単位修得のためには、講義内容の復習を十分に行う必要がある。

講義内容

1. 講義の概略、および導入
2. 金利
3. 間接金融
4. 直接金融
5. 貨幣の役割
6. 決済システム
7. インフレとデフレ
8. 中間試験
9. 金融機関
10, 金融市場
11. 債券
12. 株式
13. 金融規制①
14. 金融規制②
15. 金融政策

※ 授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 課題の点数（20点）、中間試験の点数（30点）、および期末試験の点数（50点）の合計（100点）で評価する。

教科書等

教科書は指定しない。毎回の講義において講義資料を配布する。主な参考文献は下記の通り。

・岩田規久男著 『テキストブック 金融入門』 東洋経済新報社 2008年
・内田浩史著 『金融』 有斐閣 2016年
・谷内満著 『入門 金融の現実と理論 第３版』 センゲージラーニング 2017年
・細野薫・石原秀彦・渡部和孝著 『グラフィック 金融論 第２版』 新世社 2019年
・家森信善著 『金融論 第２版』 中央経済社 2019年

その他の参考文献については、講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール 専門分野：国際金融論、国際マクロ経済学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代社会と法Ⅰ

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 准教授 河上暁弘

履修時期 前期

履修対象 ２年・３年・４年

講義形態 演習

概要

およそ法学（法律学）の学習は、憲法・法律（制定法）の条文の暗記ではない。現実社会―家族･生活共同
体、地域社会、国家、国際社会等―において起こる諸問題を解決するためのきまりがあり、その解決に当た
るためにその存在が認められている公権力（政府機構･公務員）自体にも勝手な振る舞いができないようにす
るきまりが法である。そのため、法学の学習では、社会に起こる現実具体的な諸問題それ自体を見る目とそ
れを法によって解決する理論を学ぶことが重要である。講義では、日本のさまざまな法律にかかわる詳細な
知識を身につけること以前に、「法的思考」、すなわち、広い視野に立って、諸々の社会事象を認識した上で、
論理的な道筋を立て、バランス感覚を持って、世の中の揉め事を解決する総合的判断能力（「リーガル･マイ
ンド」）を培うことが目的となる。そして、何よりも重要だと思われるのは、法をつくるのは人間自身であり、それ
ゆえ人間自身およびそれが創る社会自体への関心･洞察が必要だということである。人間は、文明化の過程
の中で、紛争を暴力･武力で解決するのではなく、法と裁判の手続きで解決するよう転換してきた。未だその
途上にあるのだが、少なくとも弱肉強食の社会よりは、弱者･少数者といえども、道理に適った説得力のある
理論によって、いかに力の強い者に対しても対等にわたりあうことができる可能性を持つに至ったということで
ある。もっとも、法的知識は、使う者に人権意識等が欠如するならば、社会的弱者を虐げ支配する道具にもで
きる面も持つ。その危うさも十分に認識しつつ、諸個人が本人なりに幸せなよりよき人生を送り、またよりよき
社会を創造しようとするとき、法的思考と法的知識は大いに役立つものと思われる。そうしたことのための素
材を授業において提起して行ければと思う。授業ではなるべく現実社会の中で生じている具体的な問題を提
示して行きたいと思うので、その関連で自らの考えを深めてもらいたい。
今年度は、副題として、「平和と法」と題して、日本国憲法の平和主義をめぐる問題を中心的な題材として扱
い、「現代社会と法」という問題を考えたいと思う。「現代社会と法Ⅰ」では、「戦後日本における平和と法」を題
材としたい。
なお、参考まで、本講義は、毎年、各年度ごとに、（「平和と法」「教育と法」「民主主義と法」「地方自治と法」と
いった風に）「○○と法」といった副題をつけて、憲法問題を中心として、異なったテーマを扱っていくことを予
定している。

科目の到達目標

法学・憲法学で求められるのは、条文を丸暗記したり、重要単語を覚えたりすることではない。「なぜ人類に
とって憲法・法律というものが必要なのか？」、「何のため、誰のためのルールなのか？」ということを常に考
えてほしい。
憲法は、一人ひとりのかけがえのない人権を確実に保障するために、国家（政府機構）を創設し、権限を授権
するとともに、その権力行使のあり方に縛りをかける法である。その意味で、為政者・権力担当者がまずもっ
てそれを尊重・遵守することが求められるし、民主主義制度の下では、主権者である国民は、人権侵害や憲
法違反が起こらないかについて、常に権力担当者を監視し、批判と参画を通じて、政治を制御することが求
められる。こうしたことの意味についてよく理解した上で、あるべき政治や社会のあり方、現実政治の置かれ
た状況等について、多様な視点から（特に反対意見や少数意見から十分に学び）真摯に考えてほしい。

受講要件

※本講義受講前に、「法学（日本国憲法）」を受講していることが望ましい。これは必須要件ではないが、本講
義の内容は、一応、「法学（日本国憲法）」の延長線上にあり、またその応用的内容を扱うという位置づけに
なっているので、「法学（日本国憲法）」を先に受講することをおすすめしたい。

※講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「It's Class」に、各回事前掲載する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「It's Class」に、各回事前掲載する。

そして、法律学の学習において、何よりも重要なのが、事後学習（復習）である。
講義で取り上げたポイントをよく思い出しながら、講義教材（レジュメ･資料）をもう一度よく読みこむことがまず
重要である。さらに、可能ならば、参考書（後述）や図書館等にある憲法の教科書、そして毎回のレジュメの最
後の方に記載してある「参考文献」を読み、応用的な学習を常に心がけて頂きたい。

講義内容

本年度は、以下のような、講義内容を予定している。ただし、講義参加者の要望や憲法をめぐる政治・社会情
勢等により、順序や内容を変更することがある（なるべくホットなテーマをとりあげたい）。また、その結果、
テーマを変更したり、すべてのテーマをとりあげないこともありうるので、ご理解を頂きたい。

１ 世界史の中の日本国憲法
２ 日本国憲法制定過程（１）憲法制定過程の概観
３ 日本国憲法制定過程（２）憲法制定過程に関する論点
４ 日本国憲法制定過程（３）憲法9条の制定過程
５ 憲法９条と象徴天皇制
６ 憲法９条の戦後史（１）冷戦期の憲法と日米安保条約
７ 憲法９条の戦後史（２）冷戦後の憲法と日米安保条約
８ 憲法９条訴訟（１）砂川事件
９ 憲法９条訴訟（２）恵庭事件
10 憲法９条訴訟（３）長沼ナイキ訴訟
11 憲法９条訴訟（４）百里基地訴訟
12 憲法９条訴訟（５）自衛隊イラク派遣違憲訴訟
13 沖縄と憲法９条（１）沖縄戦と戦後の米軍基地の形成過程



14 沖縄と憲法９条（２）沖縄における米軍基地関連訴訟
15 日本政治と憲法改正問題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
基本的にゼミレベルの少人数の講義となることを想定しているので、受講票、報告レジュメ作成、報告、質疑･
発言の学問的な質の高さ、レポートを総合的に評価する。受講者の人数にかかわらずレポート作成･提出が
必須である。

教科書等

A.教科書：
講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「Web Class」に、各回事前に掲載（アップロード）
する予定。その他、参考となる教材や資料を指定・例示することもある。

B.参考書：河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、2012年
河上暁弘「憲法9条訴訟と平和的生存権」広島市立大学広島平和研究所『広島平和研究』第2号・2015年
河上暁弘「憲法9条の成立」『自治総研』2017年2―5月号
水島朝穂・金澤孝編『憲法裁判の現場から考える』成文堂・2011年
内藤功『憲法九条裁判闘争史』かもがわ出版・2012年

担当者プロフィール

富山県富山市生まれ。中央大学法学部政治学科卒業、中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程
修了、専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学人文科学研究所
客員研究員、明星大学人文学部非常勤講師などを経て、2008年4月から広島市立大学広島平和研究所講
師、2014年4月より現職。専門は、憲法学、地方自治論、人権論等。主著として、河上暁弘著『平和と市民自
治の憲法理論』（敬文堂・2012年）、河上暁弘著『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究』（専修大学出
版局・2006年）など。
その他、担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学広島平和研究所ホームページ
（http://serv.peace.hiroshima-cu.ac.jp/）を参照してほしい。

授業に関連する実務経
験

備考

科目の性質上、少人数の講義を想定しているので、いわゆるゼミ方式を採用することになると思う。ただし、
報告者はまずは、私・河上が務める。その報告を受けて参加者が討議をするという形式とする。事前に希望
があれば、受講者が報告者を務めることも推奨される。
受講者が10名をこえない場合は、少人数用の教室（広島市立大学広島平和研究所会議室など）に教室変更
を行う予定。



科目名 現代社会と法Ⅱ

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 准教授 河上暁弘

履修時期 後期

履修対象 ２年・３年・４年

講義形態 演習

概要

およそ法学（法律学）の学習は、憲法・法律（制定法）の条文の暗記ではない。現実社会―家族･生活共同
体、地域社会、国家、国際社会等―において起こる諸問題を解決するためのきまりがあり、その解決に当た
るためにその存在が認められている公権力（政府機構･公務員）自体にも勝手な振る舞いができないようにす
るきまりが法である。そのため、法学の学習では、社会に起こる現実具体的な諸問題それ自体を見る目とそ
れを法によって解決する理論を学ぶことが重要である。講義では、日本のさまざまな法律にかかわる詳細な
知識を身につけること以前に、「法的思考」、すなわち、広い視野に立って、諸々の社会事象を認識した上で、
論理的な道筋を立て、バランス感覚を持って、世の中の揉め事を解決する総合的判断能力（「リーガル･マイ
ンド」）を培うことが目的となる。そして、何よりも重要だと思われるのは、法をつくるのは人間自身であり、それ
ゆえ人間自身およびそれが創る社会自体への関心･洞察が必要だということである。人間は、文明化の過程
の中で、紛争を暴力･武力で解決するのではなく、法と裁判の手続きで解決するよう転換してきた。未だその
途上にあるのだが、少なくとも弱肉強食の社会よりは、弱者･少数者といえども、道理に適った説得力のある
理論によって、いかに力の強い者に対しても対等にわたりあうことができる可能性を持つに至ったということで
ある。もっとも、法的知識は、使う者に人権意識等が欠如するならば、社会的弱者を虐げ支配する道具にもで
きる面も持つ。その危うさも十分に認識しつつ、諸個人が本人なりに幸せなよりよき人生を送り、またよりよき
社会を創造しようとするとき、法的思考と法的知識は大いに役立つものと思われる。そうしたことのための素
材を授業において提起して行ければと思う。授業ではなるべく現実社会の中で生じている具体的な問題を提
示して行きたいと思うので、その関連で自らの考えを深めてもらいたい。
今年度は、副題として、「平和と法」と題して、日本国憲法の平和主義をめぐる問題を中心的な題材として扱
い、「現代社会と法」という問題を考えたいと思う。「現代社会と法Ⅱ」では、「憲法政策としての平和」を題材と
したい。
なお、参考まで、本講義は、毎年、各年度ごとに、（「平和と法」「教育と法」「民主主義と法」「地方自治と法」と
いった風に）「○○と法」といった副題をつけて、憲法問題を中心として、異なったテーマを扱っていくことを予
定している。

科目の到達目標

法学・憲法学で求められるのは、条文を丸暗記したり、重要単語を覚えたりすることではない。「なぜ人類に
とって憲法というものが必要なのか？」、「何のため、誰のためのルールなのか？」ということを常に考えてほ
しい。
憲法は、一人ひとりのかけがえのない人権を確実に保障するために、国家（政府機構）を創設し、権限を授権
するとともに、その権力行使のあり方に縛りをかける法である。その意味で、為政者・権力担当者がまずもっ
てそれを尊重・遵守することが求められるし、民主主義制度の下では、主権者である国民は、人権侵害や憲
法違反が起こらないかについて、常に権力担当者を監視し、批判と参画を通じて、政治を制御することが求
められる。こうしたことの意味についてよく理解した上で、あるべき政治や社会のあり方、現実政治の置かれ
た状況等について、多様な視点から（特に反対意見や少数意見から十分に学び）真摯に考えてほしい。

受講要件

※本講義受講前に、「法学（日本国憲法）」を受講していることが望ましい。これは必須要件ではないが、本講
義の内容は、一応、「法学（日本国憲法）」の延長線上にあり、またその応用的内容を扱うという位置づけに
なっているので、「法学（日本国憲法）」を先に受講することをおすすめしたい。

※講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「Web Class」に、各回事前掲載する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

各回、事前に指定した資料･文献を一読してくること。
法律学の学習において、何よりも重要なのが、事後学習（復習）である。
講義で取り上げたポイントをよく思い出しながら、講義教材（レジュメ･資料）をもう一度よく読みこむことがまず
重要である。さらに、可能ならば、参考書（後述）や図書館等にある憲法の教科書、そして毎回のレジュメの最
後の方に記載してある「参考文献」を読み、応用的な学習を常に心がけて頂きたい

講義内容

本年度は、以下のような、講義内容を予定している。ただし、講義参加者の要望や憲法をめぐる政治・社会情
勢等により、順序や内容を変更することがある（なるべくホットなテーマをとりあげたい）。また、その結果、
テーマを変更したり、すべてのテーマをとりあげないこともありうるので、ご理解を頂きたい。

１ 近代世界の平和構想 現代戦争とカントの永遠平和論
２ 近代日本の平和構想 国権論と民権論の相克
３ 憲法9条と「現実主義」（１）「国」を守るとは
４ 憲法9条と「現実主義」（２）日本の安全保障環境と現実主義
５ 憲法学界と内閣法制局の憲法9条解釈
６ 戦後日本の「平和」の構造（１）「豊かさ」と平和
７ 戦後日本の「平和」の構造（２）日本企業の海外進出と憲法改正論
８ 戦後日本の「平和」の構造（３）集団的自衛権行使・安保法制の論点
９ 戦後日本の平和運動と対抗構想
10 憲法研究者の平和構想（１）深瀬忠一構想三部作
11 憲法研究者の平和構想（２）サンダーバード提案
12 憲法研究者の平和構想（３）福祉国家構想研究会
13 地方自治と平和
14 戦争違法化論と世界連邦論



15 戦後日本の平和構想を振り返って

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
基本的にゼミレベルの少人数の講義となることを想定しているので、受講票、報告レジュメ作成、報告、質疑･
発言の学問的な質の高さ、レポートを総合的に評価する。受講者の人数にかかわらずレポート作成･提出が
必須である。

教科書等

A.教科書：
講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「Web Class」に、各回事前に掲載（アップロード）
する予定。その他、参考となる教材や資料を指定・例示することもある。

B.参考書：
渡辺治・福祉国家構想研究会『日米安保と戦争法に代わる選択肢』大月書店、2016年
伊藤真・神原元・布施祐仁『９条の挑戦』大月書店、2018年
和田英夫・小林直樹・深瀬忠一・古川純『平和憲法の創造的展開』学陽書房、1987年
深瀬忠一『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店、1987年
河上暁弘『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究』専修大学出版局、2006年
河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、2012年

担当者プロフィール

富山県富山市生まれ。中央大学法学部政治学科卒業、中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程
修了、専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学人文科学研究所
客員研究員、明星大学人文学部非常勤講師などを経て、2008年4月より広島市立大学広島平和研究所講
師、2014年4月より現職。
専門は、憲法学、地方自治論、人権論等。主著として、河上暁弘著『平和と市民自治の憲法理論』（敬文
堂・2012年）、河上暁弘著『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究』（専修大学出版局・2006年）など。
その他、担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学広島平和研究所ホームページ
（http://serv.peace.hiroshima-cu.ac.jp/）を参照してほしい。

授業に関連する実務経
験

備考

科目の性質上、少人数の講義を想定しているので、いわゆるゼミ方式を採用することになると思う。その場
合、少人数用の教室（広島市立大学広島平和研究所会議室など）に教室変更を行う予定。
進め方は受講者と相談するが、報告者は私・河上が務める予定。ただし、希望があれば、受講者が報告者を
務めることももちろん推奨される。



科目名 比較法制度Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西谷 元

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態

概要

２００９年５月までにわが国の刑事裁判に導入される予定である裁判員制度や、近年における犯罪被害者支
援の状況等を念頭に置き、世界各国における裁判制度の紹介を行いながら諸国の法体系や法制度につい
て講義を行う。これらに関して、歴史的な流れにも留意しながら、適宜視聴覚教材も使用しつつ比較法制度に
対する理解を深めたい。

科目の到達目標 わが国の法制度が世界の法制度の中でどのような位置づけを与えられるのかについて、国際的視野の中か
ら捉えられる力を涵養する。

受講要件 特になし

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業への積極的な参加を期待します。

講義内容

１． ガイダンス ‐比較法制度とは？ 
２． 大陸法と英米法 ‐歴史的発展と現在の状況 
３． 公法と私法 ‐刑法の位置づけをめぐる対立 
４． 実体法と手続法 ‐各国における実体法優位と手続法優位 
５． 大陸法の概要 ‐ローマ法、カノン法とゲルマン法 
６． 参審制度 ‐フランス法とドイツ法における比較法的考察 
７． 英米法の概要 ‐コモンローとエクイティ 
８． 陪審制度 ‐イギリス法とアメリカ法における比較法的考察 
９． わが国の法制度と法文化 ‐民事裁判と刑事裁判 
１０． 裁判員制度 ‐大陸法と英米法の交錯 
１１． 犯罪被害者支援をめぐる状況 ‐民刑分離から民刑調和へ？ 
１２． 附帯私訴と訴訟参加 ‐イタリア法、フランス法とドイツ法 
１３． 国越犯罪への対応 ‐諸国のマネーロンダリング対策 
１４． 国際刑法の考え方 ‐国家性の原則と超国家的裁判制度 
１５． 期末試験

期末試験実施の有無

評価方法・基準 期末試験に平常点を加点する。

教科書等 教科書：『これでわかる!?憲法』

担当者プロフィール
英語圏（ニュージーランド）、仏語圏（フランス）、独語圏（ドイツ）に留学経験があり、西欧文化圏に対して偏ら
ない視野を持てるよう努力してきました。講義では、生活体験に基づいて得られた東西文化圏および西欧文
化圏内での相違等についてもお話しできればと考えています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 比較法制度Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 西谷 元

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態

概要

世界諸国における法制度や思想の相違を、少年司法制度の成立と発展というアングルから考察する。少年
法制は公法と私法、実体法と手続法の交錯点ともいえる領域であり、比較法制度の理解に関して恰好な素
材を提供する。講義ではわが少年法制度はもとより、諸外国の制度や国際準則の状況について幅広い視点
から紹介と考察を行いたい。

科目の到達目標 比較少年司法制度の考察を通じて、わが国や諸外国の法制度全体に対する基本的発想の理解を深め、さら
に国際的な視点から各国の法制度を論じる力の涵養を図る。

受講要件 特になし

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業への積極的な参加を期待します。

講義内容

１． ガイダンス ‐比較少年司法制度論の視座 
２． 子どもに対する特別な顧慮の起源と発展 ‐ローマ法とゲルマン法 
３． パレンス・パトリエ思想の淵源 ‐エクイティ起源説をめぐって 
４． 子どもの発見と非行少年の誕生 ‐１６世紀から１９世紀にかけて 
５． 少年裁判所制度の成立と展開 ‐マグナカルタ以来最大の進歩 
６． アメリカ少年司法制度の発展 ‐国親思想から管轄権放棄まで 
７． イギリス少年司法制度の発展 ‐福祉モデルと司法モデル 
８． コモンロー諸国における動向 ‐ティーンコートと修復的司法 
９． フランス少年刑法の発展 ‐1945年オルドナンスの理念 
１０． ドイツ少年刑法の発展 ‐複線主義と教育思想 
１１． その他諸国における動向 ‐イタリア、北欧、スコットランド等 
１２． 国際準則の発展 ‐児童の権利条約の位置づけ等 
１３． わが国少年法の成立と展開 ‐大正少年法から2001年少年法まで 
１４． わが国少年法の課題と展望 ‐少年法改正法案をめぐって 
１５． 期末試験

期末試験実施の有無

評価方法・基準 期末試験に平常点を加点する。

教科書等 教科書：『これでわかる!?憲法』

担当者プロフィール
英語圏（ニュージーランド）、仏語圏（フランス）、独語圏（ドイツ）に留学経験があり、西欧文化圏に対して偏ら
ない視野を持てるよう努力してきました。講義では、生活体験に基づいて得られた東西文化圏および西欧文
化圏内での相違等についてもお話しできればと考えています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 経済政策論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 高橋 広雅

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要 授業形態は講義です。ゲーム理論の基本的な考え方を学ぶことをとおして、人と人との相互依存関係が社会
にどのような状況をもたらすか考える。

科目の到達目標
１．戦略形ゲームのナッシュ均衡を理解する。
２．展開形ゲームの部分ゲーム完全均衡を理解する。
３．ゲーム理論の観点から社会のありようを考える。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業後は、授業内容を復習し分からないことがあればすぐに質問する。
授業に関係する情報を常に収集する。

講義内容

１．ガイダンス
２．ゲーム理論とは何か
３．ゲーム理論の基礎
４．戦略形ゲーム（定義）
５．戦略形ゲーム（応用）
６．展開形ゲーム（定義）
７．展開形ゲーム（応用）
８．コミットメント
９．インセンティブ契約
10．交渉ゲーム
11．囚人のジレンマ
12．モラルハザード（基本）
13．モラルハザード（応用）
14．逆選択（基本）
15．逆選択（応用）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席状況とレポートの提出で評価します。

教科書等 渡辺隆裕『ゲーム理論』日本経済新聞出版社

担当者プロフィール 専攻：マクロ経済学、経済成長論、経済政策論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 経済政策論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 高橋 広雅

履修時期 ２年

履修対象 後期

講義形態 講義

概要 政府の政策が、経済あるいは社会に及ぼす影響をミクロ経済学的な視点から分析します。

科目の到達目標

１．なぜ経済政策が必要なのかについて理解する。
２．財市場における政府の行動が社会的な厚生に与える影響を分析する。
３．公害など外部性を有する財の市場における政府の役割を考える。
４．公共財供給における政府の役割を考える。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業後は、授業内容を復習し分からないことがあればすぐに質問する。
授業に関係する情報を常に収集する。

講義内容

１．市場の失敗と経済政策の必要性
２．需要と供給の理論
３．政府の介入と市場均衡
４．社会的余剰
５．ミクロ政策1:完全競争下での税金、補助金
６．独占均衡
７．ミクロ政策2:独占下での補助金
８．負の外部性
９．ピグー課税
10．市場の創設
11．コースの定理
12．公共財の定義
13．ただ乗り問題
14．リンダール均衡
15．復習

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席状況とレポートの提出で評価します。

教科書等

教科書：特定のテキストは使用しません。
参考書：
・井堀利宏『財政』岩波書店、２００１年
・井堀利宏『経済政策』新世社、２００３年
・奥野正寛・鈴村興太朗『ミクロ経済学Ⅱ』岩波書店、1988年

担当者プロフィール 専攻：マクロ経済学、経済成長論、経済政策論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 交通論

単位数 2.0

担当者 教授 寺田 英子

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

私たちが毎日のように利用する交通サービスは，普通のモノやサービスとはどこかが違います．それらは生
鮮食品のように，日によって値段が変わるということがありません．また，交通サービスを供給する鉄道会
社，バス会社などの事業者の数はあまり変化しません．どうしてこのような特色があるかといえば，それは交
通サービスが政府の公的介入（国土交通省による様々な規制）を受けているためです．
この講義では，ミクロ経済学を交通分野に応用して考えてみます．なぜ交通サービスに政府の規制が必要な
のか，なぜ運賃が規制されるのか，交通産業への新規参入者はどのような行動をするのか，経済学の視点
で学びます．

科目の到達目標

この講義では，ミクロ経済学の立場から，なぜ交通サービスについて政府の規制が必要なのか，なぜ運賃が
規制され，交通事業への新規参入が制限されるのかを考えます．
判断の基準はミクロ経済学で用いられる資源配分上の効率性です．地域の公共交通問題をとりあげて，この
概念をあてはめて考えてみましょう．

受講要件

受講要件は特にありません。
この講義では，受講者に公共交通サービスについて関心を持ってもらうために，国内・海外で取材した事例を
紹介します．都市や交通サービスに関心がある人にお薦めの講義です．この講義に関連する科目は「財政
学I」および「財政学II」です．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義終了後に教科書等を参照してノート整理をして下さい．

講義内容

第1回 交通政策の目的とは何か
第2回 完全競争市場と資源配分について
第3回 市場の失敗とは何か（１）：概念の説明
第4回 市場の失敗とは何か（２）：交通の分野で生じる現象
第5回 需要の価格弾力性について
第6回 第１回クイズ（第2回から第5回の講義内容から出題）と重要な概念の解説
第7回 第1回クイズに関する質問と補足説明、なぜバスの運賃は分かりにくいのか
第8回 都会の交通問題：混雑料金とは何か
第9回 地方の交通問題(１)：過疎地の公共交通の維持
第10回 地方の交通問題（2)：新しい競争者、新しいサービス
第11回 第２回クイズ（第7回～第10回の講義内容から出題）と重要な概念の解説
第12回 交通プロジェクト評価はなぜ必要なのか
第13回 費用便益分析の基本的な考え方
第14回 社会資本整備と費用便益分析（１）
第15回 社会資本整備と費用便益分析（２）、日本の公共投資の事後評価システム

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

・学期中にクイズ（小テスト）を３回、ノート・講義中の配布資料持ち込みで実施します．クイズ実施の予定日は
「講義内容」に書いたとおりです．クイズ実施の２週間前にアナウンスします．
・クイズ（80％），講義中の質問への回答（20％）により成績を評価します．
・クイズの目的は講義で説明した重要な概念が理解できたかどうかを確認することです．終了後に、解答と解
説をします．
・全体的な理解にやや難がある場合には、講義内容を再解説するので、予定していた講義内容とずれが生じ
ることがあり
ます．
・出席回数の要件については学生便覧に規定されているとおりです．

教科書等

第2回以降の講義で必要に応じて資料のコピー等を配布します．
竹内健蔵、『交通経済学入門』、有斐閣ブックス、2008年
山内弘隆、竹内健蔵、『交通経済学』 有斐閣アルマ、2002年
山田浩之、徳田一幸、『地域経済学入門 新版』 有斐閣コンパクト、2007年

担当者プロフィール

研究者としての私の特徴
① 分析ツールは公共選択論で，現実の政策に関心がありますが、その中身というよりは，
制度的な意思決定の仕組みや経済的なインセンティブに興味があります．
② 市場メカニズムにまかせるほうが，いろいろと無駄は生じるものの，計画経済的な状況
よりもはるかにマシだ，と考えています．
私の研究内容
① イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
② 公共交通のアクセシビリティに関する日とイングランドの比較研究
③ 国際拠点港湾の民営化に関する研究

授業に関連する実務経
1987年～1998年まで（株）ＰＨＰ総合研究所というシンクタンクで研究員をしていました。男女雇用機会均等法
（1985年制定）が施行されて２年目の総合職として入社しましたが、大学院での研究内容（公共交通、港湾物



験 流）が活かせる職位でした。外部資金の獲得も担当業務の一部だったので、研究企画をコンペに出して助成
金を獲得し、大学教員の研究作業をコーディネートして成果を出すという経験が今でも役立っています。

備考



科目名 組織の経済学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 小川 一仁

履修時期 夏期集中 (8月下旬から9月上旬)

履修対象 2年生以上

講義形態 講義

概要
企業や役所といった組織の中で発生しうる労働問題をいくつか取り扱う。特に、モラルハザードやマルチタス
クを考慮した賃金制度、チーム生産とフリーライドを取り扱う。これらは社会に出たときに知識として知っておく
と非常に有益である、と考えられる。

科目の到達目標 情報の非対称性概念を理解したうえで、それがもたらす問題とその改善策について理解を深めることを目指
す。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 経済学関連の科目を受講済みまたは受講中が望ましい。一部の回でグラフや計算例を用いるが、ことさら難
しいものではない。

講義内容

労働者が一生懸命働いてくれるかどうかは企業にとって死活問題である。労働者が怠慢である企業は早晩
倒産するであろう。企業は労働者が一生懸命働くように様々な制度を設計する。年功序列型賃金も成果主義
型賃金もその一つである。
本講義では、企業が行う制度設計の中でも賃金制度に焦点をあてる。例えば、労働者の仕事ぶりを企業が
常に把握しているとは限らない。この状況の下では、労働者は一生懸命働かないインセンティブが生まれる。
このような不適切なインセンティブを阻止するためにはどの様な賃金制度が良いのかを考察する。また、日本
の労働者は様々な仕事を任されている。その意味で、マルチタスクであると呼ばれるが、このような場合によ
り望ましい賃金制度は何か、また、労働者は孤立して働くわけではない。他の労働者と協力して働く。これを
チーム生産というが、チーム生産では、仕事の成果がどの労働者に帰属するか判断しかねる。このような場
合の賃金制度はどの様な者が良いか、と言ったことを解説する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終時間に行われるレポート試験で評価する。

教科書等 伊藤他、『組織の経済学』 有斐閣 2019

担当者プロフィール
関西大学社会学部教授kz-ogawa@kansai-u.ac.jp
京都大学大学院経済学研究科修了。博士(経済学)

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 組織の経済学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 小川 一仁

履修時期 冬期集中 (2月中旬)

履修対象 2年生以上

講義形態 講義

概要

前期同様、企業や役所といった組織の中で発生しうる労働問題をいくつか取り扱う。人事採用時に発生しうる
問題であるアドバースセレクションや、前期に引き続き、成果主義的賃金体系がうまく機能すると考えられる
条件について取り扱う。また、日本の「優秀企業」に焦点をあて、組織がある程度円滑に機能する例を紹介す
る。

科目の到達目標 情報の非対称性概念を理解したうえで、それがもたらす問題とその改善策について理解を深めることを目指
す。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 経済学関連の科目を受講済みまたは受講中が望ましい。一部の回でグラフや計算例を用いるが、ことさら難
しいものではない。

講義内容

どの様な労働者を採用するか、組織の一員となった労働者をどの様に処遇するかは、企業にとって、やはり
死活問題である。優秀な労働者を採用過程で見抜けない企業は早晩倒産するであろう。企業は優秀な労働
者を獲得するために、様々な形で採用活動を行う。集団面接や筆記試験、企業独自の一風変わった選考方
法もその一つである。
本講義では、企業が行う採用制度設計に焦点をあてる。企業は労働者の能力、性格を正確には把握できな
い。そのため、労働者の中には自らの能力を真実よりも高く見せようとし、人格最寄り公欠であると主張する
であろう。そのようなハンディを、企業はどう乗り越えるのか、といった問題について理論的考察を行う。
また、成果主義的賃金がどの様な企業のどのような職種について機能しうるかを、様々な日本企業の実例を
用いながら検討する。
最後に、日本のいわゆる優秀企業がどの様な経営を行っているのかを紹介する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終時間に行われるレポート試験で評価する。

教科書等

伊藤他、『組織の経済学』 有斐閣 2019
新原浩朗『日本の優秀企業研究：企業経営の原点――6つの条件』日本経済新聞社、日経ビジネス人文
庫2006
細谷裕二『地域の力を引き出す企業: グローバル・ニッチトップ企業が示す未来』ちくま新書 2017

担当者プロフィール 関西大学社会学部教授kz-ogawa@kansai-u.ac.jp
京都大学大学院経済学研究科修了。博士(経済学)

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際開発学

単位数 2.0

担当者 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

この授業では、国際開発学の柱とされる開発経済学・開発政治学・開発社会学のそれぞれの基本となる、社
会についての考え方と開発に対するアプローチ、これまでの主要な議論を講義する。説明の中では、開発経
済学・開発政治学・開発社会学の諸学問の間にどのような違いがあるのかという点に注意を払う。前半は参
考図書にもとづき講義を行ない、後半は演習形式も取り入れる。受講生には最終的に従業内容を踏まえたレ
ポートの提出を求める。、

科目の到達目標 開発経済学・開発政治学・開発社会学の特徴とそれらの間の相違点を理解し、具体的な事例を複眼的に分
析できるようになる。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 前半（講義）：毎回の授業内容の理解度を確認するため質問とそれへの回答を考える。
後半（事例分析）：前回の授業の最後に提示された課題について調べ、結果をまとめてくる。

講義内容

第1回 イントロダクション：国際開発学とは？
第2回 開発経済学（1）：歴史的な開発思想の移り変わり
第3回 開発経済学（2）：経済開発を超えた課題へのチャレンジ
第4回 小テスト（1）：開発経済学の特徴
第5回 開発政治学（1）：政治学が考える開発とその変遷
第6回 開発政治学（2）：ガバナンス論と今日的な課題
第7回 小テスト（2）：開発政治学の特徴と開発経済学との相違点
第8回 開発社会学（1）：社会学からのアプローチ
第9回 開発社会学（2）：社会の多様性を前提とする開発
第10回 小テスト（3）：開発社会学の特徴と開発経済学・開発政治学との相違点
第11回 事例分析（1）：国家の開発
第12回 事例分析（2）：地域／コミュニティの開発
第13回 事例分析（3）：個人の開発
第14回 事例分析（4）：「持続可能な開発目標（SDGs）」
第15回 事例分析（5）：開発・平和・幸福

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 小テスト：60%
最終レポート：40%

教科書等 参考図書：大坪滋・木村宏恒・伊東早苗（編）『国際開発学入門――開発学の学際的構築』（勁草書
房、2009年）

担当者プロフィール
専門はアフリカ地域研究、環境社会学、開発社会学。ケニア南部のマサイ社会において2005年からフィール
ドワークを実施。他にタンザニア北部のイコマ社会、熊本県の水俣、島根県隠岐郡の海士町にも定期的に
通っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 開発社会学

単位数 2.0

担当者 准教授 目黒 紀夫

履修時期 後期

履修対象 2年次以降

講義形態 講義

概要

この授業では、現地調査を通じて既存の国際開発の理論が必ずしも現場には当てはまらないことを明らかに
した文献を教科書として用いる。教科書の各章を1回または2回の授業で読み進めるが、各章の内容に関して
教員が設けた問いを事前に配布するので、受講生は教科書の指定の範囲を読んだ上で問いに対する答えを
考えてくること。授業の場では教員による説明よりも受講生の間での議論に時間を割く。

科目の到達目標
（1）教科書の著者たちが批判している既存の国際開発の理論の内容を理解する。（2）既存の国際開発の理
論に対する著者たちの批判の要点と具体的な代替案を理解する。（3）教科書の著者たちの見解の問題点を
理解する。

受講要件 「国際開発論I」の単位を取得済みであることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 受講生は毎回、教科書の指定された範囲を精読して問いへの答えを用意してくること。事前学習を行なって
いない学生の受講は認めない。

講義内容

1. 「はじめに」
2. 「第1章 もう一度考え直そう、もう一度」
3. 「第2章 10億人が飢えている？」
4. 「第3章 お手軽に（世界の）健康を増進？」（前半）
5. 「第3章 お手軽に（世界の）健康を増進？」（後半）
6. 「第4章 クラスで一番」（前半）
7. 「第4章 クラスで一番」（後半）
8. 「第5章 スダルノさんの大家族」（前半）
9. 「第5章 スダルノさんの大家族」（後半）
10.中間試験（範囲：第1章～第5章）
11.「第6章 はだしのファンドマネージャー」
12.「第7章 カブールから来た男とインドの宦官たち」
13.「第8章 レンガひとつずつ貯蓄」
14.「第9章 起業家たちは気乗り薄」
15.振り返りとまとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
中間試験：30%
授業態度：20%
期末試験：50%

教科書等 A・V・バナジー、E・デュフロ（山形浩生訳）『貧乏人の経済学―もういちど貧困問題を根っこから考える』（みす
ず書房、2012年）。

担当者プロフィール 専門はアフリカ地域研究と環境社会学、開発社会学。2005年よりケニア共和国南部のマサイ社会において、
野生動物の保全と地域社会の変容にかんする現地調査を実施している。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 スポーツ文化経営論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 曾根 幹子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

一般的に「スポーツ経営」といえば、スポーツを手段にした企業経営をイメージする人も多く、収益を追求する
プロスポーツ球団やフィットネスクラブ、スポーツ関連企業などを対象とした学問と思われている。しかしそれ
だけではない。スポーツ経営の目的はスポーツ文化の普及・発展を基本に据え、人々の多様なスポーツ需要
に対し様々な条件整備を通して、個々の生活を豊かにすることである。本講義ではスポーツ経営のベースと
なる理論やマネジメント方法、考え方について学び、日頃スポーツに関して見たり聞いたり経験したことが、社
会的にどのような意義や機能をもっているのかを、実際の事例をもとに考察する。

科目の到達目標 スポーツへの理解を深め、スポーツ経営の基礎的知識と理論を学び、スポーツの多様性を理解する。スポー
ツ研究への「入口」となる講義にする。

受講要件 ①スポーツに興味・関心のある学生の受講を求める
②3分の2以上の出席すること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 日々のニュースに触れ、新聞をよく読んで、スポーツに関する話題と講義内容を重ねて考え、受講票にも具
体的な内容を折り込んで書けるようにする。

講義内容

１． イントロダクション
２． スポーツ経営の領域と独自性 ①スポーツ経営とは何か
３． 〃 ②スポーツ経営の独自性
４． 社会とスポーツ ①社会の変容とスポーツの変化
５． 〃 ②格付けされるスポーツ消費者 
６． 「みるスポーツ」の経営 ①進化する「見るスポーツ」
７． 〃 ②スポーツビジネスの変化
８． 〃 ③商品としてのアスリートと市場価値
９． 〃 ④オリンピックを事例として
10. スポーツ政策とスポーツ推進 ①国家戦略としてのスポーツ
11. 〃 ②スポーツ推進と都市経営
12．「するスポーツ」の経営 ①地域スポーツクラブの役割 
13． 〃 ②地域スオーツクラブのマネジメント
14. 〃 ③地域スポーツと地域づくり 
15．「支える」スポーツの経営 ①スポーツボランティアの機能と役割

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
①記述(レポート形式)
②講義に10回以上出席している事
③受講票に自分の考えをしっかりと書いていること

教科書等 参考資料は講義で配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 健康心理学

単位数 2.0

担当者 教授 山口 光明

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

まちの課題や人の健康問題に関して理解を深めた上で、受講者にはグループ（4人１組が基本)に分かれてま
ちづくり、健康づくりを意識したプランについてプレゼンテーションが課される。
個人ではなく、グループでのプレゼンテーションを目指す中で、フィールドワークも課されます。リサーチや資
料をまとめる段階でのディスカッションもこの講義で磨かれるように講義します。

科目の到達目標 知識や情報をまとめ上げる力や4人人組のチームで健康づくりやまちづくりに関する課題解決力を高めていき
ます。

受講要件 個人の健康づくりだけでなく、持続可能なまちの健康づくりについて関心のあること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業以外でも、生活の中にジョギング、体幹トレーニングといった適度な運動を取り入れた生活に取り組んで
もらいますので、まずは「こころの準備」をしておいてください。

講義内容

１ ガイダンス：健康心理学とはどのような学問なのか
２ 学生たちの取り組んだまちの元気づくり
３ 健康的で、持続可能なまちづくりについて考えよう
４ 「疲れない体」はどうやって作るのか（IAP呼吸法を実践）
５ せとうちの島の創造的なイノベーションについて(特別講義）
６ 幸福と成功の意外な関係
７ 日経テレコン21と経済分析システム（RESAS：リーサス）でまちの健康度について調べよう
８ まちの魅力と課題を見つけに行こう（フィールドワーク）（１）
９ まちの魅力と課題を見つけに行こう（フィールドワーク）（２）
10 人やまちを元気にするプランを考えよう （１）
11 人やまちを元気にするプランを考えよう （２）
12 スポーツで心と体を鍛えよう：体育館アリーナにて（１）
13 スポーツで心と体を鍛えよう：体育館アリーナにて（２）
14 健康づくり、または、まちづくり についてのプレゼンテーション（１）
15 健康づくり、または、まちづくり についてのプレゼンテーション（２）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業の参加度（30%）、ならびに、自らが行うフィールドワークへの参加度（20%）とグループ（４人１組が基本）に
よる健康づくり、または、まちづくりに関するプレゼンテーション（50%）とを総合的に評価する。

教科書等
・地域経済分析システム（RESAS：リーサス）の活用 （ https://resas.go.jp ）
・TED .com (学術・エンターテインメント・デザインなど様々な分野の人物によるプレゼンテーション）の利用
・日経テレコン21 の活用方法について

担当者プロフィール
健康心理学専攻。主に健康行動の継続性について研究。近年は「健康づくり」と「まちづくり」をテーマに、学
生と一緒にSETOUCHI地域（広島市、呉市、尾道市など）を訪問し、その魅力をいかに伝えるかについて考え
ています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 教育経営学

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 赤星晋作

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

教育について、制度及び経営という側面から考察していく。最初に、わが国の学校教育制度を説明する。そし
て、教育関連法規を中心にして、教育の目的、個々の学校の目的と目標を探り、経営組織体として学校の組
織と運営をみていく。そこでの教育活動や教職員の職務等にも触れる。最後に、これからの教育経営（学校
経営）の在り方を学校と地域の連携という観点から考えていく。

科目の到達目標 学校を経営という観点から総合的・多面的に理解する。

受講要件 教職科目であるが、国際学部の専門科目（公共政策NPOプログラム）である。学校教育に関心のある者が受
講することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の最後に「次時の予告」をする。よって、次回の授業には、そのテーマに関連する文献講読やテキスト講
読等必ず予習をし、予備知識を持って授業に臨む。

講義内容

以下の15テーマを中心に講義を進める。
①教育経営学の授業の内容と方法
②学校・教師の登場
③学校制度の成立
④わが国の学校制度
⑤アメリカの学校制度
⑥教育の目的と目標（Ⅰ）ー教育基本法ー
⑦教育の目的と目標（Ⅱ）ー学校教育法ー
⑧教育の内容と方法
⑨学校の組織と運営（Ⅰ）ー教職員の身分と待遇ー
⑩学校の組織と運営（Ⅱ）ー校長、教頭等ー
⑪学校の組織と運営（Ⅲ）ー校務分掌、職員会議等ー
⑫学校と地域の連携（Ⅰ）ーその背景ー
⑬学校と地域の連携（Ⅱ）ー学校評価等ー
⑭学校と地域の連携（Ⅲ）ー生涯学習と学校ー
⑮総括

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
全授業の3分の2以上出席しなければならない。
評価は、レポート又は筆記試験(80%)、受講票・授業参加度(20%)により総合的に行う。評価基準は本科目の
到達目標を基準にする。

教科書等 赤星晋作編著『教職概論 改訂新版』学文社、2019年

担当者プロフィール

教育経営、教師教育、アメリカの学校教育等の研究をしている。
主な著書として『アメリカ教師教育の展開～教師の資質向上をめぐる諸改革』（単著）、『生徒非行と学校・教
師～教育学的観点からの考察～』（単著）、『学校・地域・大学のパートナーシップ－ウェスト・フィラデルフィア
改善組織（WEPIC）の事例研究』（単著）、『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研
究』（共著）、『アメリカ教育の諸相ー２００１年以降ー』（単著）、『新教職概論 改訂新版』（編著）等がある。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1980年4月〜1985年3月熊本県公立小・中学校教諭として勤務

備考 専門科目（公共政策・NPOプログラム）
【教職】教職に関する科目



科目名 国際教育論

単位数 2.0

担当者 教授 卜部匡司

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

この講義は、比較国際教育学の知見を手がかりに、グローバルな視点から「教育」を把握するとともに、「教
育」を通して世界の国ぐにや地域を理解しようとするものである。
講義では、各国の教育制度や学校文化に関する理解を深め、教育改革の世界的動向について考察する。世
界各国の教育事情について、個人またはグループで調べて発表してもらうこともある。
留学生も受講できるようにするため、すべて英語で授業を開講することになる可能性もある。

科目の到達目標
世界の学校がもっているそれぞれのユニークな文化を知ることによって、「教育」に関する比較文化論的な洞
察力を身につけるとともに、「教育」に関わる世界の人びとの思いや願い、知恵を知り、「教育」をグローバル
な視点から考えるための力をつける。

受講要件
留学生の受講にも対応すべく、英語等の外国語で講義を実施することもあるため、多くの外国語文献を読ん
で授業に臨むことを了解してくれる学生に受講してもらいたい。教職志望の学生はもとより、教職を希望しな
い学生や外国人留学生の受講も歓迎する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 諸外国の教育、とりわけ自分の関心の高い国の特徴について、関連する文献を熟読する。それを踏まえて、
その国を深く理解するために英語または現地語で情報収集し、発表の準備をする。

講義内容

第1回：グローバル化と学校教育－比較国際教育学入門
第2回：世界の学校を旅する－比較教育文化論
第3回：世界の学校①－ドイツ、フランス
第4回：世界の学校②－フィンランド、ロシア
第5回：世界の学校③－中国、イギリス
第6回：世界の学校④－オーストラリア、アメリカ
第7回：世界の学校⑤－アメリカ、韓国
第8回：世界の学校⑥－シンガポール、タイ
第9回：世界の学校⑦－インドネシア、ブラジル
第10回：世界の学校⑧－ケニア、日本
第11回：世界の学校⑨－世界の学校の三類型
第12回：世界の教育改革－国際学力調査（PISA/IEA）
第13回：世界の教育改革－万人のための教育（EFA）および持続発展教育（ESD）
第14回：教育をめぐるグローバル・ガバナンス
第15回：世界におけるグローバル人材の育成

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

成績評価は、次の方法で行う。
①論述形式の筆記試験またはグループ（個人）発表（85％）
②質疑応答での積極性と講義中に課す諸課題（15％）
※規定の出席回数を満たさない場合、受講態度が悪い場合には、定期試験の受験資格を失う場合がある。

教科書等 二宮皓編著『新版・世界の学校－教育制度から日常の学校風景まで』学事出版。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 アメリカ教育論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 赤星晋作

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

アメリカ社会を、「教育」特に学校教育の側面からみていく。まず、アメリカにおける教育思想を概説し、第２次
大戦以降アメリカ社会の変化と対比させながら教育の変化を追っていく。そして、最新（2001年以降）のアメリ
カ教育の現状を分析しそこでの教育諸改革を、その歴史的、文化的、社会的背景、プログラム内容、成果、
課題という点から探っていく。これらの改革は今の日本の教育改革を考えていく際、非常に示唆に富むので
ある。なお本科目は講義であるが、授業では個人あるいはグループ発表を課す。

科目の到達目標 アメリカ社会を教育の面から見ていく中で、教育諸改革の成果と課題を理解する。そして、それらとわが国の
教育問題を比較考察し、より効果的な教育について考えることができる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の最後に「次時の予告」をする。よって、次回の授業には、そのテーマに関連する文献講読やテキスト講
読等必ず予習をし、予備知識を持って授業に臨む。

講義内容

第１回 本授業の内容と方法
第２回 アメリカ教育の概観
第３回 学校教育にみる教育観（Ⅰ）-第2次世界大戦後にみる教育観の変遷
第４回 学校教育にみる教育観（Ⅱ）-学力重視の教育
第５回 学校制度（Ⅰ）-８−４制から６−３−３制等多様な制度へ
第６回 学校制度（Ⅱ）-総合制ハイスクールからオールタナティブスクールへ
第７回 学校教師（Ⅰ）−養成教育
第８回 学校教師（Ⅱ）−研修と免許制度
第９回 学校教師（Ⅲ）−現状と課題
第１０回 学校・地域・大学のパートナーシップ（Ⅰ）—その歴史
第１１回 学校・地域・大学のパートナーシップ（Ⅱ）−フィラデルフィア教育基金（PEF）
第１２回 学校・地域・大学のパートナーシップ（Ⅲ）ウェストフィラデルフィア改善組織（WEPIC）
第１３回 学校教育をめぐる一般市民の意識（Ⅰ）—標準学力テストに対する態度—
第１４回 学校教育をめぐる一般市民の意識（Ⅱ）—公立学校の評価
第１５回 学校教育をめぐる一般市民の意識（Ⅲ）—教師への期待

＊上記とは別に、期末試験をする場合がある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
全授業の3分の2以上出席しなければならない。
評価は、レポート（発表）又は筆記試験(80%)、受講票・授業参加度(20%)により総合的に行う。
評価基準は本科目の到達目標を基準にする。

教科書等 赤星晋作『アメリカの学校教育—教育思潮、制度、教師—』学文社、2017年
（なお、教科書は授業時に販売する）

担当者プロフィール

教育経営、教師教育、アメリカの学校教育等の研究をしている。
主な著書として『アメリカ教師教育の展開～教師の資質向上をめぐる諸改革』（単著）、『生徒非行と学校・教
師～教育学的観点からの考察～』（単著）、『学校・地域・大学のパートナーシップ－ウェスト・フィラデルフィア
改善組織（WEPIC）の事例研究』（単著）、『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研
究』（共著）、『アメリカ教育の諸相ー２００１年以降ー』（単著）、『新教職概論 改訂新版』（編著）等がある。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1980年4月〜1985年3月熊本県公立小・中学校教諭として勤務

備考 専門科目（公共政策・NPOプログラム）
【教職】教科に関する科目 中・高１種（英語）



科目名 政治と経済Ⅰ

単位数 2.0

担当者 仲 重人

履修時期 春学期

履修対象 3年生以上

講義形態 講義

概要

包括的な経済制度は経済社会の持続的経済発展の必要条件である。他方、経済制度を支える基本的な
ルールは 政治過程を経て政治の結果として出現する。政治権力を行使できる集団がルールの規定に影響
力を持つことになる。この意味で、経済制度は政治制度とは切り離せない関係にある。包括的な経済制度
は、したがって包括的な政治制度と補完関係にある。このような経済学的アプローチに基づいて政治経済を
分析するポリティカル・エコノミーの考え方を学び、社会・経済の発展に必要な制度、組織、体制のあり方を考
える。

科目の到達目標 ポリティカル・エコノミーのアプローチの概要を学び、その重要性を認識する。

受講要件 初級レベルのミクロ経済学を履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布する文献を事前によく読み内容を把握しておくこと。事後にはその内容に対する自分の見解を述べられ
るようにすること。

講義内容

1．講義概要の紹介と講義プランの説明
2．強者と弱者のモデル
3．オルソンの国家盛衰論
集合行為と利益団体
所得再配分と利益団体
レント配分構造と国家の盛衰
4．アスモグルとロビンソンの国家盛衰論
包括的な経済制度
包括的な政治制度
経済成長とイノベーションの関係
中国型経済成長とその限界？
5．クロニー資本主義
金融と企業ガバナンス
グローバリゼーションとポピュリズムの興隆
6．日本型モデル

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 クラスへの参加 20％
レポート 80％

教科書等 多様な文献から抜粋した部分を提供します。

担当者プロフィール
設立年度から十数年間広島市立大学で経済学を教えていましたが、今は筑波大学で常勤です。またヴェトナ
ムのハノイにあるヴェトナム・日本大学でも英語の講義を非常勤で担当しています。小説が好きで時間が許
す限り色々と読みます。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 政治と経済Ⅱ

単位数 2.0

担当者 仲 重人

履修時期 秋学期

履修対象 3年生以上

講義形態 講義

概要

ポリティカル・エコノミーのアプローチから第二次世界大戦後の日本の発展と現在日本が直面している問題を
考察する。キャッチアップ型の政治経済体制の特徴と第二次世界大戦後の日本の高度成長を関連づけする
議論及び仮説の紹介と分析を行い、その体制の功罪を考察する。現代日本が抱える諸問題を確認し、変革
の必要性にかかわる議論を考察する。

科目の到達目標 ポリティカル・エコノミーのアプローチから現代日本が抱える諸問題を認識し、今私たちが何をすべきかにつ
いて関心を持つようになること。

受講要件 初級レベルのミクロ経済学を履修していることが望ましく、「政治と経済I」を履修しているのであればさらに望
ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布する文献を事前によく読み内容を把握しておくこと。事後にはその内容に対する自分の見解を述べられ
るようにすること。

講義内容

1．講義概要の紹介と講義プランの説明
2．国家論の概要
3．野口仮説
戦前、戦中、そして戦後期
4．戦後日本の高度経済成長
系列と株式持ち合い
メインバンク制と関係資本主義
企業別労働組合
雇用制度と雇用の特徴
自民党と官僚制
5．高度成長の終焉
グローバリゼーションの進展
金融と企業ガバナンス
6．日本型モデルとその限界

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 クラスへの参加 20％
レポート 80％

教科書等 多様な文献から抜粋した部分を提供します。

担当者プロフィール
設立年度から十数年間広島市立大学で経済学を教えていましたが、今は筑波大学で常勤です。またヴェトナ
ムのハノイにあるヴェトナム・日本大学でも英語の講義を非常勤で担当しています。小説が好きで時間が許
す限り色々と読みます。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 非営利組織論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 金谷 信子

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義

非営利組織を一層深く理解するために、世界の非営利セクターの多様性について学び、また経済活動主体と
しての非営利組織の特性や、マネジメントの必要性、さらに非営利組織を支える外部支援の現状や、政府と
の関係などについて学ぶ。
その上で、今後の少子高齢・人口減少社会における諸問題を解決していくためには、市民が主体となる公共
分野の構築が、鍵となることについて考察する。

科目の到達目標
①非営利組織が経済社会で果たす役割を理論的また歴史的に理解する。
②非営利組織と政府また市場との関係を理解する。
③現代の様々な政策課題と非営利組織の関係や課題について考察する。

受講要件
特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
授業の際に配布する参考文献リストや資料により、適宜、事前・事後学修を行う。
発表を行う際には、事前学修を十分に行う。またレポート作成は、授業で学んだ内容を踏まえた上で、自主的
に学習した内容を加えてまとめていく。

講義内容

１ 世界の非営利組織
(1)オリエンテーション・最近の話題から
(2)世界的な連帯革命
(3)非営利セクターの国際比較
(4)世界の非営利セクター：アメリカ①
(5)世界の非営利セクター：アメリカ②
(6)世界の非営利セクター：イギリス
(7)世界の非営利セクター：社会的経済
(8)世界の非営利セクター：アジアの動向
(9)日本の二つの市民社会

２ 非営利組織の理論とマネジメント
(10)非営利組織の経済理論①
(11)非営利組織の経済理論②
(12)非営利組織のマネジメント① 使命・経営資源・市場 
(13)非営利組織のマネジメント② 組織のライフサイクルと発展のジレンマ
(14)非営利・営利、非営利・公共のクロスオーバー

３ 今後の展望
(15)まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
到達目標：非営利組織の理論や歴史、今後の新展開に関する基礎知識を習得
評 価：出席・発表等（50%）とレポート(50%)による。レポートは①講義内容についての理解度、②論理的な構
成、③視点のユニークさを評価。

教科書等 参考書：雨森孝悦(2012)『テキストブックＮＰＯ』東洋経済新報社
その他については授業において紹介する。

担当者プロフィール 非営利組織論、非営利経済論、福祉市場化などについて研究。著書に『ＮＰＯデータブック』（共著）『福祉の
パブリック・プライベート・パートナーシップ』（単著）など。

授業に関連する実務経
験

元兵庫県職員（2007年度まで）

備考 積極的・主体的な授業への参加を期待しています。



科目名 地域再生論

単位数 2.0

担当者 教授 金谷信子、准教授 山根史博、准教授 目黒紀夫、准教授 井手吉成佳

履修時期 後期

履修対象 2年生以上

講義形態 講義

概要

近年、地域に関心を持つ若者が増えている、と言われるが実態はどうなのか。地域経済の活性化が鍵、と言
われるが何をどうすれば良いのか。
地方消滅という危機感が高まるなかで、今、全国的に地方創生戦略が展開されている。しかし、地方の疲弊
は、高度成長期から深刻化しており、地域再生は、雇用・経済、交通、住宅、教育、文化、健康、福祉など
様々な課題が絡み合う難題である。昨今では、田園回帰や経済成長志向の見直しという新しい動きも見られ
るが、試行錯誤が続いているのが現実だ。
このため本講義では、地方格差の背後にある社会・経済環境の変遷と今日の諸課題の実態について学んだ
上で、地域再生のためのアイディアをグローバルな視点を交えながら考え、また地域が自ら考え行動していく
ことを目指して、持続可能な地域再生の方策について展望する。

科目の到達目標
地域再生の現状を、“事実”に即して理解し、また様々な専門分野の知見を踏まえながら深く学ぶことにより、
総合的な視野を身につけるとともに、多角的な視点から地域再生の可能性と課題を自ら考える力を養ってい
くことを目指す。

受講要件 特にありません。あらゆる学生を歓迎します。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

現代社会の様々な問題－身近でローカルな課題からグローバルな課題まで―についてアンテナを張り、自分
の関心事と照らしながら積極的に受講することを希望します。
適宜課題を出す予定であるため、これらに沿って各講義の振り返りや関連事項について自発的に学びを進
めて下さい。

講義内容

① 10/ 5 ガイダンス 地域再生の背景－超少子高齢化とグローバルな都市化（金谷）
② 10/12 地域再生は何をめざし誰が担うのか―ソーシャル・キャピタルという視点(金谷） 
③ 10/19 郊外団地のコミュニティ再生 （金谷・広島市コミュニティ再生課）
④ 10/26 外国人住民との共生（金谷）
⑤ 11/ 2 「居住地」としての地域の価値を測る：地域住民としてのｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ効用調査（山根）
◆経済活性化―広島の観光の可能性
⑥ 11/9 観光地経営（井手吉）
⑦ 11/16 地産品の活用（井手吉）
⑧ 11/23 「観光地」としての地域の価値を測る：しまなみ海道観光需要調査（山根） 
⑨ 11/30 日本酒と地域文化の共進化関係を解明する（山根） 
◆チャレンジの最前線 
⑩ 12/ 7 海士町の島おこし①：生き残るための10の戦略（目黒）
⑪ 12/14 海士町の島おこし②：Iターン陶芸家の勇木史記さんと語る（目黒）
⑫ 12/21 海士町の島おこし③：聞き書きと対話から分かること（目黒）
⑬ 1/4 開発の「万能薬」としての観光？：アフリカの事例から（目黒）
◆まとめ
⑭ 1/18 地域再生は誰のため？ 地域振興政策の系譜 競争vs.再分配 （金谷）
⑮ 1/25 まとめ（全員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 基本的にレポートの内容で評価しますが、授業への参加態度も加味して総合的に評価します。

教科書等 特にありません。参考資料等は、授業の中でお知らせします。

担当者プロフィール 金谷（コーディネーター）
非営利組織論、非営利経済論、福祉市場化などについて研究。

授業に関連する実務経
験

元兵庫県職員（2007年度まで）

備考 外部講師等の都合により、講義日の変更がある場合があります。



科目名 Études de la société française

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 大場静枝（Shizue OBA）

履修時期 前期（Premier Semestre）

履修対象 ３年次生（L3 et L4）

講義形態 講義

概要

本授業では、フランスの社会問題および時事問題について、フランス語で発表を行い、議論を展開する。授業
は基本的にフランス語で行う。
Ce cours, intitulé « Études de la Société française », traite des problèmes sociaux et des questions
d’actualité en France. Il y sera demandé aux participants de faire des exposés et d'échanger des idées en
français. Il se tient donc essentiellement en français.

科目の到達目標 受講生は、フランスの社会問題についてフランス語で議論することができるようになる。
Les participants pourront, en français, donner leur avis et discuter sur divers problèmes sociaux en France.

受講要件
仏検２級またはCEFRレベルB1相当以上
Le niveau de français doit être à peu près égal ou supérieur au niveau 2 (kyu) du DAPF, ou au niveau B1 du
Delf/Dalf (CEFR).

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前にフランス語の文献を読んで発表の準備を行い、事後には授業での議論を踏まえて振り返りを行う。
Avant chaque cours, les participants devront lire des documents français, préparer leur exposé et, après le
cours, réfléchir sur ces exposés et ces discussions.

講義内容

初回にオリエンテーションを行い、第2回から最終回まで、受講生による発表およびディスカッションを実施す
る。そうすることでフランスの社会問題についての理解を深める。
Les cours se déroulent de la même manière tout au long du semestre, sauf pour le premier cours
d'orientation. Chaque cours se divise en deux parties : un exposé fait par un participant et une discussion
générale avec tous les participants. Ainsi les participants pourront approfondir leurs connaissances des
problèmes sociaux en France.
第1回 ガイダンス Orientation
第2回 時事問題１（年金改革）
Question d’actualité 1 (La réforme des retaites) 
第3回 時事問題２（気候・エネルギー政策）
Question d’actualité 2 (La politique de climat-énergie) 
第4回 移民問題１（移民と格差）
Question d’immigration 1 (Immigrés et disparité)
第5回 移民問題２（統合政策）
Question d’immigration 2 (Politique d’intégration)
第6回 移民問題３（ホームグロウンテロリスム）
Question d’immigration 3 (Terrorisme d’origine intérieure)
第7回 言語政策１（フランス語の擁護）
Politique linguistique 1 (Défense de la langue française)
第8回 言語政策２（少数言語の状況）
Politique linguistique 2 (Situation des langues minoritaires)
第9回 言語政策３（フランスの言語関連法）
Politique linguistique 3 (Lois relatives aux langues en France)
第10回 家族政策１（ワーク・ライフ・バランス）
Politique familiale 1 (Équilibre entre vie professionnelle et vie privée)
第11回 家族政策２（保育政策）
Politique familiale 2 (Politique en matière de garde d’enfants)
第12回 家族政策３（フランスの家族観）
Politique familiale 3 (Conception de la famille en France)
第13回 時事問題３（トピックニュース）
Question d’actualité 3 (Affaires actuelles 1)
第14回 時事問題４（トピックニュース）
Question d’actualité 4 (Affaires actuelles 2)
第15回 学生の発表と討論Présentation du chaque participant et discussion、
授業のまとめRévision du cours

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各自で調べて発表したプレゼンテーションの出来栄えならびにレポートの成果で評価する。
平常点（プレゼンテーションとディスカッション）：50％、期末レポート：50％
L'évaluation se fait sur la base des exposés et des discussions en classe (50%) et du rapport de fin de
semestre (50%).

教科書等 授業者がその都度お知らせする。
Les participants sont informés de la bibliographie pendant le cours.

担当者プロフィール
担当者の専門分野は、文学及び地域文化論。
Les recherches de madame OBA portent principalement sur la littérature française et la culture régionale,



notamment celle de la Bretagne.

授業に関連する実務経
験

1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考



科目名 Gesellschaft in Deutschland

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 卜部匡司（Masashi Urabe）

履修時期 後期（Wintersemester）

履修対象 ３年次生（7. Semester）

講義形態 講義

概要 In dieser Lehrveranstaltung geht es um aktuelle Probleme und Fragen der deustchen Gesellschaft. Aktuelle
Themen sollen von allen TeilnehmerInnen auf Deutsch diskutiert werden.

科目の到達目標 Alle TeilnehmerInnen können über gesellschaftliche Themen zu Deutschland auf Deutsch kommunizieren.

受講要件 Diplom Deutsch in Japan (Dokken) Stufe 2 (Mittelstufe) oder CEFR B1

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Vorbereitung von Referaten zu kurzen deutschsprachigen Texten, Diskussion und Reflexion.

講義内容
In der ersten Sitzung wird eine Einführung in den Inhalt der Veranstaltung gegeben. Ab der 2. Stunde sollen
die TeilnehmerInnen je ein Referat zu einem gesellschaftlichen Thema halten, und anschließend darüber
diskutieren. Das Ziel ist, gesellschaftliche Probleme im Zusammenhang zu verstehen.

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 Ein Referat und eine kurze Seminararbeit.

教科書等 Lesetexte werden im Unterricht vorgestellt.

担当者プロフィール Dr. Urabe beschäftigt sich mit Pädagogik und Erziehungswissenschaft, insbesondere mit vergleichender und
internationaler Erziehungswissenschaft inkl. deutscher Gemütlichkeit.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 開発プロジェクト論

単位数 2.0

担当者 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要
この授業ではまず、今日の開発援助の基盤となっているプロジェクト・アプローチについて開発人類学の参考
図書を用いて講義を行なう。その後、プロジェクトの評価と被援助者との対話に関して演習形式で学習する。
最終的に受講生には、授業内容に基づくレポートを提出してもらう。

科目の到達目標 プロジェクトの基本的な特徴とそれを評価するための基本的なアイデアを理解する。

受講要件 「国際開発学（旧：国際開発論I）」の単位を取得済みであることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各回の授業の最後に出された質問に対する回答を次回の講義までに用意する。

講義内容

第1回 イントロダクション：国際開発学の概要
第2回 プロジェクトの特徴
第3回 プロジェクトの形成
第4回 プロジェクトの管理
第5回 プロジェクトの評価
第6回 プロジェクトの批判
第7回 小括：プロジェクト・アプローチのまとめ
第8回 「JICA事業評価ガイドライン」
第9回 「JICA事業評価ハンドブック」
第10回 「JICA事業評価年次報告書」
第11回 対話型ファシリテーション(1)：「なぜ？」と聞かない質問術
第12回 対話型ファシリテーション(2)：「いつ？」質問の力
第13回 対話型ファシリテーション(3)：時系列で聞いていく
第14回 対話型ファシリテーション(4)：問題とは何か
第15回 振り返りとまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
事前・事後学習（質問への回答）：30%
授業態度（演習への参加・貢献の度合い）：30%
最終レポート：40%

教科書等
参考図書：リオール・ノラン（関根久雄・玉置泰明・鈴木紀・角田宇子 訳）『開発人類学――基本と実践』（古今
書院、2007年）、中田豊一『対話型ファシリテーションの手ほどき――国際協力から日々の日常生活まで、人
間関係をより良いものにするための方法論』（認定NPO法人ムラのミライ、2015年）

担当者プロフィール
専門はアフリカ地域研究、環境社会学、開発社会学。ケニア南部のマサイ社会において2005年からフィール
ドワークを実施。他にタンザニア北部のイコマ社会、熊本県の水俣、島根県隠岐郡の海士町にも定期的に
通っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 基本統計学Ⅱ－ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
私たちは不確実な世界に生きています。たいてい、複雑な事象（人の心理・行動、社会・経済の構造など）を
正確に把握することや、将来の出来事（災害、寿命、収入など）を正確に予想することは至難の業です。それ
でも、私たちはそうした状況での判断や選択（就職、結婚・育児、商売、資産運用、選挙、政策など）を迫られ
ることが多々あります。近年は特に「エヴィデンスに基づく判断・選択」を求められるようになってきました。そ
のために必要なスキルは、データの意味を正確かつ客観的に読み取ること、適切な方法でデータを収集し分
析することです。
「基本統計学II-i」では、統計データを用いて物事（食品の内容量の平均や分散、選挙の最終得票率）を推測
するための一手法である「推定」を扱います。

科目の到達目標

Darrel Huffは自著『統計でウソをつく法』において「いつの日か、統計的思考は市民にとって読み書きの能力
と同様に必要なものになるだろう」と述べています。よくよく注意すれば、世の中には偏ったデータや不正確な
データ、印象操作されたデータが多く出回っており、大半の人々がそのことに無防備に影響され、無意識に
誤った判断・選択をし、不利益をこうむっているからです。適切なデータの解釈・収集・分析方法を身につける
ことで、こうしたデータ環境の不備に対する免疫力をつけ、不利益を回避できるようになりましょう。

受講要件

基本統計学Iを履修していること。
一回一回が基礎の積み重ねなので、遅刻・欠席すると以降の講義についていけなくなる恐れがあります。安
易に遅刻・欠席しないようにしてください。
様々な経済・社会問題、マーケティングの効果、人間心理など、関心のある問題に対して、自分の思い込み
や都合のよい解釈、都合の良い事例で分析するのではなく、適切なエヴィデンスに基づいて分析できるように
なりたい方には本講義を受講することを強くお勧めします。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
分からないことがあれば、すぐに質問してください。
毎回、演習問題の時間を設けるので、電卓を持参してください。
教科書を購入してください。練習問題に取り組んでもらいます。

講義内容

第１回：ガイダンス
第２回：母集団と標本（不完全なデータから全体の特徴を推し測る）
第３回：標本分布と中心極限定理（どんな確率変数も正規分布を使って分析できる驚異の法則）
第４回：問題演習
第５回：中間テスト
第６回：点推定
第７回：区間推定（選挙特番で開票途中なのに「当選確実」と発表される理由）
第８回：問題演習

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、中間テスト30点、期末テスト40点で評価します。

教科書等 教科書：豊田利久ほか著『基本統計学（第３版）』東洋経済新報社 2010年
参考書：なし

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など。
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考

【2020年度のみに関する特例措置】
新型コロナ感染拡大防止対策として授業開始が5月11日からとなったため、期末試験日を含めて計7週で授
業を実施していきます。（例年は計9週で実施しています）
計算上、現状では学修時間が２コマ不足していますので、その分に相当する補講を行うか、課題を課す予定
です。詳細については追って連絡します。



科目名 基本統計学Ⅱ－ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 准教授 山根 史博

履修時期 前期（第２ターム）

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
私たちは不確実な世界に生きています。たいてい、複雑な事象（人の心理・行動、社会・経済の構造など）を
正確に把握することや、将来の出来事（災害、寿命、収入など）を正確に予想することは至難の業です。それ
でも、私たちはそうした状況での判断や選択（就職、結婚・育児、商売、資産運用、選挙、政策など）を迫られ
ることが多々あります。近年は特に「エヴィデンスに基づく判断・選択」を求められるようになってきました。そ
のために必要なスキルは、データの意味を正確かつ客観的に読み取ること、適切な方法でデータを収集し分
析することです。
「基本統計学II-ii」では、統計データを用いて物事（賃貸物件と駅の距離、男女の賃金格差など）を推測するた
めの一手法である「仮説検定」を扱います。

科目の到達目標

Darrel Huffは自著『統計でウソをつく法』において「いつの日か、統計的思考は市民にとって読み書きの能力
と同様に必要なものになるだろう」と述べています。よくよく注意すれば、世の中には偏ったデータや不正確な
データ、印象操作されたデータが多く出回っており、大半の人々がそのことに無防備に影響され、無意識に
誤った判断・選択をし、不利益をこうむっているからです。適切なデータの解釈・収集・分析方法を身につける
ことで、こうしたデータ環境の不備に対する免疫力をつけ、不利益を回避できるようになりましょう。

受講要件

基本統計学Iと基本統計学II-iを履修していること。
一回一回が基礎の積み重ねなので、遅刻・欠席すると以降の講義についていけなくなる恐れがあります。安
易に遅刻・欠席しないようにしてください。
様々な経済・社会問題、マーケティングの効果、人間心理など、関心のある問題に対して、自分の思い込み
や都合のよい解釈、都合の良い事例で分析するのではなく、適切なエヴィデンスに基づいて分析できるように
なりたい方には本講義を受講することを強くお勧めします。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
分からないことがあれば、すぐに質問してください。
毎回、演習問題の時間を設けるので、電卓を持参してください。
教科書を購入してください。練習問題に取り組んでもらいます。

講義内容

第１回：仮説検定の考え方（仮説を信じたふりをしてデータから矛盾を引き出す）
第２回：検定の過誤と検定基準（がん検診における二種類の誤診）
第３回：母平均の検定（「駅から徒歩○○分」は本当？）
第４回：問題演習
第５回：中間テスト
第６回：平均の差の検定（男女の賃金格差は本当にある？）
第７回：等分散の検定（「日本よりアメリカの方が格差が大きい」は本当？）
第８回：問題演習

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点30点、中間テスト30点、期末テスト40点で評価します。

教科書等 教科書：豊田利久ほか著『基本統計学（第３版）』東洋経済新報社 2010年
参考書：なし

担当者プロフィール 専門：環境経済学、計量経済学、リスク認知学など。
学位：京都大学博士（地球環境学）

授業に関連する実務経
験

備考

【2020年度のみに関する特例措置】
新型コロナ感染拡大防止対策として授業開始が5月11日からとなったため、期末試験日を含めて計7週で授
業を実施していきます。（例年は計9週で実施しています）
計算上、現状では学修時間が２コマ不足していますので、その分に相当する補講を行うか、課題を課す予定
です。詳細については追って連絡します。



科目名 Public Economics

単位数 2.0

担当者 Shigeto Naka

履修時期 Spring semester

履修対象 2nd year and above

講義形態 講義

概要

This course introduces fundamental concepts of public economics, together with analytical techniques
needed to deal with theoretical problems, while paying attention to the role of the Japanese public sector
for Japan’s post-World War II development. Concepts introduced in the course include the fundamental
theorems of welfare economics and various arguments explaining market failures, such as inefficient
provision of public goods, externalities, monopolies and information problems. The post-World War II
development of Japan is analyzed from various viewpoints of public economics.

科目の到達目標

Students who have taken the course should understand fundamental concepts of public economics and
analytical techniques needed to deal with theoretical problems, as explained in any public economics
textbook. Additionally, students should be able to apply the appropriate concepts and techniques to specific
aspects of post-W.W. II Japanese economic and social development.

受講要件 Students should have taken an introduction to microeconomics or equivalent course.

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Students should review basic concepts of microeconomics prior to the course. Students are expected to
complete the readings and exercises that will be assigned during the course.

講義内容

1. General introduction 
2. Review of microeconomics
3. The pure exchange economy and Pareto-optimal resource allocations
4. Efficiency in consumption and production
5. The fundamental theorem of welfare economics (I and II)
6. The efficient provision of public goods
7. The Lindahl equilibrium
8. The Nash equilibrium and free-riding
9. Demand revealing process and the Clark tax scheme
10. Taxation and excess burden
11. Voting and the provision of public goods
12. Externality in production
13. The Pigou tax, Coase theorem and regulatory solutions
14. An overview of the Japanese public sector
15. The role of the Japanese public sector in managing Japanese society

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 Participation in class discussions 20%
Tests (mid-term and final) 80%

教科書等
Hillman, Arye L., Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, 2003.
Various articles discussing and explaining the role of the Japanese public sector in managing Japanese
society.

担当者プロフィール

Shigeto Naka teaches Economics at the University of Tsukuba as well as at Vietnam-Japan University,
Hanoi, Vietnam. His research interests include public economics and public choice, focusing on the political
economy of Japan. Besides reading scholarly books, he likes to read science fiction. One of his favorite
authors is Isaac Asimov.

授業に関連する実務経
験

備考
Regarding methods of analysis, the course will focus on graphical rather than mathematical analysis. The
literature introduced in the course will range from purely academic articles to essays from general interest
magazines.



科目名 African societies and development

単位数 2.0

担当者 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期

履修対象 3年次

講義形態

概要

This course is designed for students to learn and understand basic knowledge about African societies,
historical discussion about African development and current issues concerning Africa in English. For each
class session, a student will be assigned to present the contents of a reading assignment, which will be
followed by a group discussion among students and a supplementary lecture by the instructor. According to
the interests of students, specific course content can be modified.

科目の到達目標 The aims of this course are to introduce and equip students with basic knowledge of African societies and
development so that they can discuss those issues with people related to Africa in English.

受講要件 Students wishing to enroll in this course must have completed “African Studies I” and “African Studies II.”

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Reading material will be assigned for every class.

講義内容

1. Introduction: Context of African societies and development
2. Societies in pre-colonial Africa
3. Politics in pre-colonial Africa
4. Colonization of Africa
5. Development policies and practices in colonial Africa
6. Political independence in Africa
7. Nationalism and ethnic identity in post-independence Africa
8. Political development in post-independence Africa
9. Economic development in post-independence Africa
10. Societal development in post-independence Africa
11. Culture and communities in contemporary Africa
12. Conflicts and poverty in contemporary Africa
13. International aid in Africa
14. Globalization and Africa
15. Wrap-up: From the perspective of African potential

期末試験実施の有無

評価方法・基準
Presentation on reading assignment: 40%
Participation in class discussions: 20%
Short essay (due after the end of the semester): 40%

教科書等 Reference book: Samuel Ojo Oloruntoba and Toyin Falola (eds.) The Palgrave Handbook of African Politics,
Governance and Development (Palgrave Macmillan, 2018).

担当者プロフィール
Toshio MEGURO specializes in African studies, environmental sociology and development sociology. Since
2005, he has intermittently conducted field research in a Maasai community in southern Kenya, using
English, Swahili and Maa-language.

授業に関連する実務経
験

備考 This course will be taught in an intensive format. Classes are conducted on three days of the weekends of
June, July or August (the exact dates will be announced on the notice board by 10 April, at the latest).



科目名 リーディング・パブリック・ポリシーi

単位数 1.0

担当者 国際学部教授 寺田 英子

履修時期 後期（第3ターム）

履修対象 1年以上

講義形態 講義

概要

この講義では，経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）が公
表している報告書，OECD Regions and Cities at a Glance 2018，を日本語に翻訳します．公共政策を考える
ときの出発点となる情報，例えば，地域や大都市の経済成長や生産性，人々の幸福の地域差などを経済的
な指標を使って表したグラフを読み，国々のちがいを学びます．

科目の到達目標 グラフにあらわされたＯＥＣＤ加盟国の状況を読み取ること．特に，日本と他国との比較からどのようなことが
読み取れるのか．

受講要件 10名程度(希望者が多い場合は選抜します)，必ず予習をしてください．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

この講義では，経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）が公
表している報告書を，毎回，１項目ずつ，担当者を決めて日本語に翻訳します．文法的に難しいものはありま
せんが，地域経済に関わる指標や専門用語が使われているので，必ず予習をしてください．シンプルな英語
の文章を，正確な日本語に訳すことができれば理想的です．
各項目では，日本を含むＯＥＣＤ加盟国について比較ができるグラフや表があります．これらから，日本と他
のＯＥＣＤ加盟国を比べて，どのような違いがあるのか読み取る練習をします．
講義内容について，メールによる質問も受け付けます．個別に説明が必要な場合には，
メールで予約を申し込んで下さい．欠席するときはメールでご連絡ください．
メールアドレスは次のとおりです．narita@hiroshima-cu.ac.jp

講義内容

第1回 イントロダクション
第2回 経済的な地域格差の拡大と縮小: Regional economic disparities and regional 
convergence 
第3回 生産性の向上と地域差: Productivity difference and productivity growth in regions 
第4回 どこで労働生産性の向上が生じているのか: Where do productivity gains occur? 
第5回 幸福度の地域差：教育 Education
第6回 〃 ：インターネット接続に関する地域差 Access to services
第7回 〃 ：住居費の地域差 Housing conditions
第8回 〃 ：平均寿命の地域差 Health status

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・担当者を決め項目１つ（1ページ）を訳し，提出します．1回の講義で項目１つの予定です．
・毎回，重要な概念がいくつかあります．意味を調べ，講義のときに説明をしてください．
・履修者全員が各講義でとりあげるグラフから読み取れることを受講票に書いて提出します．
・評価方法は翻訳：50％，グラフや表から読み取れること（受講票7回提出）：50％
・出席回数の要件については『学生HANDBOOK』に規定されているとおりです．

教科書等

OECD Regions and Cities at a Glance 2018.
以下のMultilingual Summariesのサイトに要約の日本語訳があります。OECD (2018), OECD Regions and
Cities at a Glance 2018 (Summary in 日本語), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/100aa3c1-
ja.
第１回の講義でテキストのコピーを配布します．

担当者プロフィール

研究者としての私の特徴
① 分析ツールは公共選択論で，現実の政策に関心がありますが、その中身というよりは，
制度的な意思決定の仕組みや経済的なインセンティブに興味があります．
② 市場メカニズムにまかせるほうが，いろいろと無駄は生じるものの，計画経済的な状況
よりもはるかにマシだ，と考えています．
私の研究内容
① イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
② 公共交通のアクセシビリティに関する日とイングランドの比較研究
③ 国際拠点港湾の民営化に関する研究

授業に関連する実務経
験

1987年～1998年まで（株）ＰＨＰ総合研究所というシンクタンクで研究員をしていました。男女雇用機会均等法
（1985年制定）が施行されて２年目の総合職として入社しましたが、大学院での研究内容（公共交通、港湾物
流）が活かせる職位でした。外部資金の獲得も担当業務の一部だったので、研究企画をコンペに出して助成
金を獲得し、大学教員の研究作業をコーディネートして成果を出すという経験が今でも役立っています。

備考



科目名 リーディング・パブリック・ポリシーii

単位数 1.0

担当者 国際学部教授 寺田 英子

履修時期 後期（第4ターム）

履修対象 1年以上

講義形態 講義

概要

この講義では，経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）が公
表している報告書，OECD Regions and Cities at a Glance 2018，を日本語に翻訳します．公共政策を考える
ときの出発点となる情報，例えば，地域や大都市の経済成長や生産性，人々の幸福の地域差などを経済的
な指標を使って表したグラフを読み，国々のちがいを学びます．

科目の到達目標 グラフにあらわされたＯＥＣＤ加盟国の状況を読み取ること．特に，日本と他国との比較からどのようなことが
読み取れるのか．

受講要件 「リーディング・グローバルイシュー i」の続きの講義なので，履修していることが望ましいです．10名程度(希望
者が多い場合は選抜します)，必ず予習をしてください．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

この講義では，経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）が公
表している報告書を，毎回，１項目ずつ，担当者を決めて日本語に翻訳します．文法的に難しいものはありま
せんが，地域経済に関わる指標や専門用語が使われているので，必ず予習をしてください．シンプルな英語
の文章を，正確な日本語に訳すことができれば理想的です．
各項目では，日本を含むＯＥＣＤ加盟国について比較ができるグラフや表があります．これらから，日本と他
のＯＥＣＤ加盟国を比べて，どのような違いがあるのか読み取る練習をします．
講義内容について，メールによる質問も受け付けます．個別に説明が必要な場合には，
メールで予約を申し込んで下さい．欠席するときはメールでご連絡ください．
メールアドレスは次のとおりです．narita@hiroshima-cu.ac.jp

講義内容

第1回 イントロダクション
第2回 幸福度の地域差：治安 Safety
第3回 〃 ：国政選挙の投票率 Civic engagement and governance
第4回 〃 ：大気汚染 Environment
第5回 地域の人口と時系列変化 Regional population and changes over time
第6回 地域における移民の統合：教育効果 The integration of migrants across regions: 
Education outcome
第7回 地域における移民の統合：労働市場成果 The integration of migrants across regions: 
Labor market outcomes
第8回 教育および労働市場のジェンダー差 Gender differences in education and labor 
market outcomes

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・担当者を決め項目１つ（1ページ）を訳し，提出します．1回の講義で項目１つの予定です．
・毎回，重要な概念がいくつかあります．意味を調べ，講義のときに説明をしてください．
・履修者全員が各講義でとりあげるグラフから読み取れることを受講票に書いて提出します．
・評価方法は翻訳：50％，グラフや表から読み取れること（受講票7回提出）：50％
・出席回数の要件については『学生HANDBOOK』に規定されているとおりです．

教科書等

OECD Regions and Cities at a Glance 2018.
以下のMultilingual Summariesのサイトに要約の日本語訳があります。OECD (2018), OECD Regions and
Cities at a Glance 2018 (Summary in 日本語), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/100aa3c1-
ja.
第１回の講義でテキストのコピーを配布します．

担当者プロフィール

研究者としての私の特徴
① 分析ツールは公共選択論で，現実の政策に関心がありますが、その中身というよりは，
制度的な意思決定の仕組みや経済的なインセンティブに興味があります．
② 市場メカニズムにまかせるほうが，いろいろと無駄は生じるものの，計画経済的な状況
よりもはるかにマシだ，と考えています．
私の研究内容
① イングランドの地方部における公共交通と社会的包摂の研究
② 公共交通のアクセシビリティに関する日とイングランドの比較研究
③ 国際拠点港湾の民営化に関する研究

授業に関連する実務経
験

1987年～1998年まで（株）ＰＨＰ総合研究所というシンクタンクで研究員をしていました。男女雇用機会均等法
（1985年制定）が施行されて２年目の総合職として入社しましたが、大学院での研究内容（公共交通、港湾物
流）が活かせる職位でした。外部資金の獲得も担当業務の一部だったので、研究企画をコンペに出して助成
金を獲得し、大学教員の研究作業をコーディネートして成果を出すという経験が今でも役立っています。

備考





科目名 国際ビジネス入門

単位数 2.0

担当者 准教授 城多 努（科目コーディネーター）／ヌルハイザル・アザム・アリフ／高久賢也

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

今日では国際的視点を踏まえなければ会社のこと（企業経営）を考えられなくなっています。そこで国際ビジ
ネス入門では、経営の基礎的な知識を理解しつつ、経営組織、経営戦略、さらにはそれらの分野と非常に関
連深い領域である多国籍企業論、マーケティング論、金融論、財務管理論、会計学などを概説することでグ
ローバル時代における経営課題に接近してゆきます。会社経営の基礎、また会社が直面しているさまざまな
課題を分かりやすく解説することによって、2年次以降のビジネス関連科目への導入ともなります。企業への
就職を希望する人、起業を志す人だけでなく、これから国際的に活躍しようとするみなさんの参加を歓迎しま
す。

科目の到達目標 国際ビジネスに関する基本的な知識を身につけることを目標とします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義だけでなく、新聞その他のメディア、そしてインターネットなどのビジネス関連のニュースや関連記事に関
心をもってください。

講義内容

１． 国際ビジネス入門のオリエンテーション(１回目）
２． 同上（２回目）
３． 金融とは（高久）
４． 金融システムと日本（高久）
５． 国際金融（高久）
６． 多国籍企業とは（アザム）
７． 多国籍企業と貿易（アザム）
８． 多国籍企業と製品開発（アザム） 
９． 企業とは（企業家精神、生産・管理、人員管理）（城多）
１０． 企業の財務管理①（城多）
１１． 企業の財務管理②（城多）
１２． 特別講師による講演
１３． 総括 （全員）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートなどにより評価します。詳しくは、初回の講義で説明しますので，必ず出席してください。

教科書等 必要に応じて講義中に指示します。

担当者プロフィール
城多 努（きた・つとむ） 財務管理論Ⅰ・Ⅱの記載を参照のこと。 
ヌルハイザル・アザム・アリフ 多国籍企業論Ⅰ・Ⅱの記載を参照のこと
高久 賢也（たかく・けんや） 国際金融論Ⅰ・Ⅱの記載を参照のこと

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際経営論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 教授 李 在鎬（リー・ジェホ）

履修時期 前期

履修対象 ２年次以上

講義形態 講義

概要 本講義では、企業などの組織体が国境を越えて経営資源を移動させ、価値を生み出す過程で生じる様々な
問題を理論的、実践的な観点から捉えた上で、日本企業の国際化現象について考察します。

科目の到達目標 国際経営の基礎理論を熟知してもらい、講義終了後には「なぜ企業が国際化を図るか」について自分の言葉
で説明できるようになっていることを目標とします。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 企業の国際経営に関連するニュースを視聴したり、経済新聞記事などを読んだりしながら、日本および世界
の代表的な企業の国際経営の実践についても常に関心をもっていただきたいと思います。

講義内容

第1回 経営学と国際経営学
第2回 異文化経営
第3回 国際経営の形態と意義
第4回 株式会社の生成と世界的拡散
第5回 日本企業の海外進出（１） 
第6回 日本企業の海外進出（２）
第7回 国際経営の成果をどう図るか。
第8回 理解度テストによる前半の振り返り
第9回 所有・立地優位性論 
第10回 内部化論と折衷理論
第11回 海外戦略と組織構造
第12回 海外子会社の役割
第13回 海外戦略とものづくり
第14回 ケーススタディ（あるいは外部講師による講義） 
第15回 後半の理解度チェック及び振り返り
※受講生の人数や授業の進捗度に応じて、授業の順序、あるいは内容の一部を変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 主に、理解度チェック（80%）、及び毎回授業中に提出する課題物の結果(20%)に依拠し、成績評価を行いま
す。期末試験はないが、理解度テストが実施されます。

教科書等

教科書は特に指定せず、授業中に資料を配布します。
参考書としては以下の著書を推薦します。
浅川和宏『グローバル経営入門』日本経済新聞社、2003年。
中川功一・林正・多田和美・大木清弘『はじめての国際経営』有斐閣ストゥディア、2015年。

担当者プロフィール

経済学博士（組織経営分析専攻）京都大学 2001/03/23
本学では、国際経営論Ⅰ・Ⅱ、経営戦略論を担当しています。
主要な著書には『ロジスティクス管理』中央経済社、2005年（単著）、『トヨタ式企業間協力』ジョンイェウォ
ン2004年（単著）などがあります。
最近取り組んでいる研究テーマは、「EVシフトによる企業間分業体制の転換」です。

授業に関連する実務経
験

実務経験は特にありませんが、これまで自動車メーカーおよび自動車部品専業企業を70社程度視察してお
り、理論のみならず経営実践についても目を配ってきました。

備考 授業の一環として、外部講師による講義が行われることがあります。



科目名 国際経営論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 李 在鎬（リー・ジェホ）

履修時期 後期

履修対象 ２年次以上

講義形態 講義

概要
本講義では、海外事業に取り組む企業の視点から、変動するグローバル市場において競争優位を生み出し
うる戦略、組織、研究開発、生産システム管理、調達の原理と手法について学んだ上、天然資源や製造業に
おけるグローバル化とローカル適応の歴史についてレビューします。

科目の到達目標 国際経営論Ⅰで学んだ概念と原理を踏まえ、本講義ではグローバル化を巡って展開される様々な問題意識
に対して議論ができるようになることを目標とします。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 関連するニュースを視聴したり、経済新聞記事などを読んだりしながら、日本および世界の代表的な企業の
国際経営の動向を常に把握しておくことが求められます。

講義内容

第1回 国際経営と日本企業の特質
第2回 隔たりと海外市場分析
第3回 貿易理論（１）
第4回 貿易理論（２）
第5回 貿易収支の見方
第6回 国際戦略的提携 
第7回 国際合弁事業
第8回 前半理解度テスト及び振り返り 
第9回 事例研究（１）
第10回 海外直接投資の概要 
第11回 海外直接投資の理論（１）
第12回 海外直接投資の理論（２）
第13回 国際経営の成果
第14回 事例研究（２）
第15回 理解度チェック、及び全体のまとめ
※受講生の規模や進捗度に応じて、授業の順序、あるいは内容の一部を変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 理解度チェック（80%）、毎回提出する課題物(20%)の採点結果を中心に成績評価を行います。
期末試験はないが、理解度テストを1回以上実施する。

教科書等 授業中に講義資料を配布します。

担当者プロフィール

経済学博士（組織経営分析専攻）京都大学 2001/03/23
国際経営論Ⅰ・Ⅱ、経営戦略論を担当しています。
主要な著書には『ロジスティクス管理』中央経済社、2005年（単著）、『トヨタ式企業間協力』ジョンイェウォ
ン2004年（単著）などがあります。
最近取り組んでいる研究テーマは、「EVシフトにおける企業間分業関係の転換」です。

授業に関連する実務経
験

実務経験は特にありませんが、これまで自動車メーカーおよび自動車部品専業企業を70社程度視察してお
り、理論のみならず経営実践についても目を配ってきました。

備考 授業の一環として外部講師による講義が行われることがあります。



科目名 マーケティング論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 講師 李 玲

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

本講義では、まず、マーケティング論の根幹ともいうべき「マネジリアル・マーケティング」の枠組みを超えて新
たなマーケティング戦略の諸側面（サービス・マーケティング、インターネット・マーケティング等々）、次に、近
年のマーケティングの関心事になっているブランドに焦点をあてながらその価値、戦略や管理の全般、最後
に、企業の国際化におけるマーケティングの諸活動について学びます。

科目の到達目標 マーケティング戦略の諸側面、企業のブランド体系、グローバル・マーケティングの諸相について理解します。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 理解を深めるために、各回の講義内容をしっかりと復習すること。また、身近にあるマーケティング現象を注
意深く観察すること。

講義内容

１ イントロダクション
２ サービス・マーケティング
３ ソーシャル・マーケティング
４ リレーション・マーケティング 
５ インターネット・マーケティング
６ ２～５の内容に関する課題の発表会
７ ブランドの生成
８ ブランド研究の変遷
９ 顧客価値のデザインとブランドの構築
１０ ブランド・ポートフォリオ戦略
１１ ７～１０の内容に関する課題の発表会
１２ グローバル・ブランド管理
１３ マーケティングの国際化
１４ ＢＯＰマーケティング
１５ 全体の理解度チェック（筆記試験）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 中間レポートおよび発表２回６０％、全体の理解度チェック４０％により総合的に評価します。詳しくは、初回
の講義で説明しますので，必ず出席してください。

教科書等

参考文献：
青木幸弘編著[2011]『価値共創時代のブランド戦略』ミネルヴァ書房。
池尾恭一(ほか)著[2010]『マーケティング』有斐閣。
小田部正明・K・ヘルセン著(栗木契監訳)[2010]『国際マーケティング』碩学舎。
和田充夫(ほか)著[2012]『マーケティング戦略』有斐閣。

担当者プロフィール 専門は国際マーケティング、グローバル・ブランド研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 経営史

単位数 2.0

担当者 森良次（非常勤講師）

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要 本講義では、西ヨーロッパとアメリカ（合衆国）における企業経営の歴史を、各国・地域ごとに異なる産業発展
のパターンと、企業組織の展開、労務・人事管理の歴史に注目して、検討します。

科目の到達目標 19世紀の工業経済と大量生産体制成立後の工業経済の異同、そしてヨーロパの企業経営とアメリカの企業
経営のそれぞれの特徴を理解することが、本講義の到達目標です。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

1．19世紀の工業経済と大量生産体制
2．産業革命期イギリスの企業経営(1)
3．産業革命期イギリスの企業経営(2)
4．19世紀イギリスの工業経営―産地形成と大工業の専門化生産― 
5．19世紀イギリスの工業経営―クラフト的生産の世界―
6．19世紀イギリス企業の雇用慣行と労務管理
7．19世紀ドイツ企業の雇用慣行と労務管理
8．アメリカにおける科学的管理法の展開と人事管理の歴史
9．アメリカにおける大量生産体制の成立とその特殊アメリカ的条件（1）
10. アメリカにおける大量生産体制の成立とその特殊アメリカ的条件（2）
11．アメリカ大企業体制の成立と企業組織の展開（1）
12．アメリカ大企業体制の成立と企業組織の展開（2）
13．戦後ヨーロッパ統合とヨーロッパの大企業体制（1）
14．戦後ヨーロッパ統合とヨーロッパの大企業体制（2）
15．まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験（80％）、平常点（20％）

教科書等 参考図書：鈴木良隆、大東英祐、武田晴人『ビジネスの歴史』有斐閣、2004年。

担当者プロフィール 広島大学大学院社会科学研究科教授

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 多国籍企業論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 ヌルハイザル・アザム・アリフ

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態

概要

多国籍企業（ＭＮＥ）は、国際ビジネス及びグローバリゼーションの主なプレヤーであり、あらゆる側面で世界
各国の経済及び政治だけではなく国民の生活にも大きく関わっている。ＭＮＥは、政治、経済、国内外制度、
企業間競争、消費者といった環境の変化やニーズに適応し、さらに自らの能力を変容させている。本講義の
目的はＭＮＥをとりまく環境とその変化に如何に対応するかを議論し、続きＭＮＥ内部を中心に海外展開の動
機、企業の特徴、参入戦略、戦略、組織、機能などの内容を理解してもらうことである。

科目の到達目標 概要に記している本講義の内容を理解し議論できることである。

受講要件 特になし。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義だけでなく、新聞その他のメディア、そしてインターネットなどで補完しつつ多国籍企業の姿を理解しても
らいたい。

講義内容

１ 国際ビジネスとは
２ グローバル化の新展開
３ 異文化と多国籍企業
４ 企業の国際化
５ 多国籍企業の定義
６ 国際貿易理論と多国籍企業
７ 政治経済と多国籍企業
８ 企業特殊的優位、国家特殊的優位、内部化
９ 海外直接投資の決定因
10 海外市場参入戦略
11 多国籍企業と国際金融市場と為替相場
12 グローバル・バリューチェーン
13 多国籍企業の競争戦略
14 国際組織と国際ビジネス
15 まとめ

期末試験実施の有無

評価方法・基準 出席状況、小テスト、豊かな見方、着想にもとづくレポート提出などにもとづき、総合的に評価する。

教科書等

参考書：
多国籍企業学会著（2012）『多国籍企業と新興国市場』（文眞堂）
江夏健一ほか著（2012）『理論とケースで学ぶ国際ビジネス』
（三訂版）（同文舘出版）
Charles W. L. Hill著（2016）『International Business – Asia 
Global Edition』（2nd Edition）（McGraw Hill）
江夏・大東和・藤澤編著（2008）『シリーズ国際ビジネス４ 
サービス産業の国際展開』（中央経済社）
カソン著、江夏健一・桑名義晴・大東和武司監訳（2005）
『国際ビジネス・エコノミックス』（文眞堂）
大東和武司著（1999）『国際マネジメント』（泉文堂）
大東和・金・内田編著(2008）
『グローバル環境における地域企業の経営』（文眞堂）
そのほか適宜指示する。

担当者プロフィール

Nurhaizal Azam Arif（ヌルハイザル・アザム・アリフ）。
マレーシアのケダ州に生まれる。専攻は多国籍企業論。
主な業績には、
『International Diversity Management Initiatives: Case studies of Japanese 
Multinational Corporations Subsidiaries in Malaysia』（単著）、
『Strategic Goals of Workplace Diversity Management: A Conceptual 
Framework』（単著）、
『The effect of MNCs Innovation Activities in Stimulating Malaysia’s 
Outward Foreign Direct Investment (OFDI) – A Conceptual Framework』
（共著）などがある。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 多国籍企業論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 ヌルハイザル・アザム・アリフ

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態

概要

多国籍企業（ＭＮＥ）は、国際ビジネス及びグローバリゼーションの主なプレヤーであり、あらゆる側面で世界
各国の経済及び政治だけではなく国民の生活にも大きく関わっている。ＭＮＥは、政治、経済、国内外制度、
企業間競争、消費者といった環境の変化やニーズに適応し、さらに自らの能力を変容させている。本講義の
目的はＭＮＥをとりまく環境とその変化に如何に対応するかを議論し、続きＭＮＥ内部を中心に海外展開の動
機、企業の特徴、参入戦略、戦略、組織、機能などの内容を理解してもらうことである。

科目の到達目標 概要に記している本講義の内容を理解し議論できることである。

受講要件 特になし。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義だけでなく、新聞その他のメディア、そしてインターネットなどで補完しつつ多国籍企業の姿を理解しても
らいたい。

講義内容

１ 多国籍企業論Ⅰの要約１
２ 多国籍企業論Ⅰの要約２
３ 多国籍企業に対する政府規制１
４ 多国籍企業に対する政府規制２
５ 政府規制に対する多国籍企業の対応１
６ 政府規制に対する多国籍企業の対応２
７ 多国籍企業と政府の紛争原因
８ 多国籍企業のグローバル競争戦略
９ 多国籍企業のマーケティング戦略１
10 多国籍企業のマーケティング戦略２
11 多国籍企業の生産戦略１
12 多国籍企業の生産戦略２
13 多国籍企業の財務戦略
14 多国籍企業の人材戦略
15 まとめ

期末試験実施の有無

評価方法・基準 出席状況、小テスト、豊かな見方、着想にもとづくレポート提出などにもとづき、総合的に評価する。

教科書等

参考書：
多国籍企業学会著（2012）『多国籍企業と新興国市場』（文眞堂）
江夏健一ほか著（2012）『理論とケースで学ぶ国際ビジネス』
（三訂版）（同文舘出版）
Charles W. L. Hill著（2016）『International Business – Asia 
Global Edition』（2nd Edition）（McGraw Hill）
江夏・大東和・藤澤編著（2008）『シリーズ国際ビジネス４ 
サービス産業の国際展開』（中央経済社）
カソン著、江夏健一・桑名義晴・大東和武司監訳（2005）
『国際ビジネス・エコノミックス』（文眞堂）
大東和武司著（1999）『国際マネジメント』（泉文堂）
大東和・金・内田編著(2008）
『グローバル環境における地域企業の経営』（文眞堂）
そのほか適宜指示する。

担当者プロフィール

Nurhaizal Azam Arif（ヌルハイザル・アザム・アリフ）。
マレーシアのケダ州に生まれる。専攻は多国籍企業論。
主な業績には、
『International Diversity Management Initiatives: Case studies of Japanese 
Multinational Corporations Subsidiaries in Malaysia』（単著）、
『Strategic Goals of Workplace Diversity Management: A Conceptual 
Framework』（単著）、
『The effect of MNCs Innovation Activities in Stimulating Malaysia’s 
Outward Foreign Direct Investment (OFDI) – A Conceptual Framework』
（共著）などがある。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 財務管理論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 城多 努

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
この授業では、企業が必要な資金をいかにして調達し、管理するかを理解することに焦点をあてます。した
がって授業内容は企業形態および株式をはじめとする企業の資金調達の仕組み、資金調達に関わる意思決
定とそれに用いられる財務情報とその分析を中心として解説します。

科目の到達目標 企業について、財務的な視点、特に資金調達の観点から理解できるようにすることをねらいとします。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 わからない所はそのままにせず、質問などにより解決をする習慣をつけてください。また常に新しいことに対
する好奇心を持って取り組んでください。

講義内容

１．企業における資金調達と投資の意義
２．企業形態と資金調達
３．株式による資金調達（１）
４．株式による資金調達（２）
５．社債による資金調達
６．借入れ・自己金融
７．資本コスト
８．資本構成と配当政策
９．投資の決定
１０．企業価値の評価
１１．リスクと投資
１２．証券市場のルール
１３．企業の合併・買収
１４．まとめ（１）
１５．まとめ（２）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 試験、レポート等により総合的に評価します。詳しくは初回の講義で説明します。

教科書等 井手正介・高橋文郎「経営財務入門」（日本経済新聞社）
坂本恒夫編「テキスト財務管理論」(中央経済社)

担当者プロフィール 城多 努（きた つとむ）
専門は経営財務、公会計・政府の経営学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 財務管理論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 城多 努

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
企業では自社の業績をアップし、他社との競争に勝ち抜くために、財務情報を様々な角度から分析し、利用し
ています。この授業では企業等が経営管理、業績評価および意思決定に、コスト情報をはじめとする財務情
報をどのように利用するのかを中心に解説します。

科目の到達目標 企業においてコストの管理、業績の評価および意思決定がどのようになされているか、理解することをねらい
とします

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 わからない所はそのままにせず、質問などにより解決をする習慣をつけてください。また常に新しいことに対
する好奇心を持って取り組んでください。

講義内容

１．企業における財務情報の意義と目的
２．原価計算の目的・意義・しくみ
３．費目別原価計算・部門別原価計算
４．総合原価計算
５．個別原価計算
６．標準原価計算
７．活動基準原価計算
８．原価企画
９．戦略と予算管理
１０．損益分岐点分析・線形計画法
１１．業務的意思決定
１２．バランスト・スコアカード
１３．事業部制と多国籍企業の管理会計
１４．まとめ（１）
１５．まとめ（２）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 試験、レポート等により総合的に評価します。詳しくは初回の講義で説明します。

教科書等 櫻井通晴「管理会計」（同文舘）
岡本清「原価計算」（国元書房）

担当者プロフィール 城多 努（きた つとむ）
専門は経営財務、公会計・政府の経営学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 会計学Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 井手吉 成佳

履修時期 後期

履修対象 1年

講義形態 講義

概要 商企業における商品売買や手形などの取引について説明する。仕訳から精算表の作成まで簿記における一
連の手続きについて講義する。

科目の到達目標 簿記の基礎を理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ワークブックによる問題演習に取り組むこと。

講義内容

1. 貸借対照表と損益計算書
2. 仕訳と転記
3. 試算表と精算表
4. 現金と預金
5. 商品売買
6. 債権と債務
7. 受取手形と支払手形
8. 有価証券
9. 固定資産
10. 貸倒
11. 資本金と引出金
12. 収益と費用
13. 伝票
14. 決算整理
15. 財務諸表

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験によって評価する。

教科書等 教科書：渡部裕亘・片山覚・北村敬子『検定簿記ワークブック3級商業簿記』中央経済社
参考書：渡部裕亘・片山覚・北村敬子『検定簿記講義3級商業簿記』中央経済社

担当者プロフィール 専門は会計学。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 会計学Ⅱ

単位数 2.0

担当者 准教授 井手吉 成佳

履修時期 前期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要 財務諸表の個々の要素についての基礎理論について説明するとともに，その背後にある制度的な仕組みや
理論についても講義していく。

科目の到達目標 会計の目的，仕組み，ルールについて理解する。

受講要件 履修予定者は必ず事前に井手吉までメールで連絡すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 わからないところを放置せず，質問などによって解決すること。

講義内容

1. オリエンテーション
2. 財務諸表
3. 貸借対照表
4. 資産の分類
5. 減価償却
6. 負債
7. 純資産
8. 前半のまとめ
9. 損益計算書
10. 損益計算のルール
11. 利益の段階的計算
12. 当期純利益
13. キャッシュ・フロー計算書
14. 財務諸表の役割
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートによって評価する。

教科書等 教科書：櫻井久勝『財務会計講義』中央経済社
参考書：大阪商工会議所『ビジネス会計検定試験公式テキスト3級』中央経済社

担当者プロフィール 専門は会計学。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 公会計論

単位数 2.0

担当者 准教授 城多 努

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

現在、国や地方自治体の財政危機や行政改革が叫ばれる中、これらの会計システムについても注目が集
まっています。またNPOや公益法人、学校法人といった非営利組織についても、会計やマネジメントの重要性
が高まってきています。この授業では政府および非営利組織の会計、すなわち公会計について取り扱い、そ
の制度やこれらの組織における財務情報の役割および重要性を解説してゆきます。

科目の到達目標
国や地方自治体における財政・会計のしくみを理解し、国民が支払う税金が実際にどのような手続きをもって
使われているのかを理解すること、および非営利組織における会計や財務情報がどのように用いられるかを
理解することを通じ、政府組織や非営利組織の特性を理解することを目指します。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 わからないところはそのままにせず、質問等により解決する習慣をつけてください。また常に新しいことに対す
る好奇心を持って取り組んでください。

講義内容

１．公会計についてのガイダンス
２．政府会計（１） 国の財政・会計制度
３．政府会計（２） 一般会計と特別会計
４．政府会計（３） 独立行政法人・国立大学法人の制度と会計
５．政府会計（４） 会計検査院の役割
６．地方自治体の会計（１） 地方自治体の財政・会計制度
７．地方自治体の会計（２） 地方独立行政法人制度と地方自治体における監査制度
８．政府会計・自治体会計の課題（１）
９．政府会計・自治体会計の課題（２）
１０．非営利組織会計の特色
１１．非営利組織会計（１） 公益法人、学校法人等
１２．非営利組織会計（２） NPO法人、社会福祉法人等
１３．非営利組織会計の課題
１４．まとめ（２）
１５．まとめ（２）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 試験・レポートなどによって総合的に評価します。詳しくは初回の講義で説明します。

教科書等

小林麻理編「公共経営と公会計改革」（三和書籍）
山本清「政府会計の改革」（中央経済社）
山本清編「政府会計改革のビジョンと戦略」（中央経済社）
杉山学・鈴木豊編「非営利組織体の会計」（中央経済社）
兵藤和花子「非営利組織における情報開示」（中央経済社）
鈴木豊・山本清編著「実例新地方公会計－統一基準と財務書類の活用」（中央経済社）

担当者プロフィール 城多 努（きた つとむ）
専門は経営財務、公会計・政府の経営学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際会計論

単位数 2.0

担当者 准教授 井手吉 成佳

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要 国際的に公表されている会計報告書に含まれる情報や資料から，企業の経営状況を分析する手法について
講義する。

科目の到達目標 国際的に公表されている企業の会計報告書を活用することができるようになる。

受講要件 会計学Ⅰ・Ⅱを履修していること，あるいは会計学に関する基礎知識を有していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 わからないところを放置せず，質問などによって解決すること。

講義内容

1. オリエンテーション
2. 経営分析の役割
3. 分析の視点
4. 分析の手法
5. 支払能力
6. 安全性
7. 資金運用力
8. 収益性
9. 資本利益率産
10. 売上高利益率
11. 損益分岐点分析
12. 付加価値
13. 労働生産性
14. 総合評価
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（50％）と期末課題（50％）によって評価する。

教科書等

教科書：東京商工会議所『国際会計検定BATIC Subject1公式テキスト』中央経済社
教科書：東京商工会議所『国際会計検定BATIC Subject2公式テキスト』中央経済社
参考書：大阪商工会議所『ビジネス会計検定試験公式テキスト3級』中央経済社
参考書：櫻井久勝『財務諸表分析』中央経済社

担当者プロフィール 専門は会計学。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 経営組織論

単位数 2.0

担当者 劉婷（Ting LIU）

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要

本講義は経営組織論の基礎知識を習得してもらい、基本の理論的枠組みとメカニズムを概観するとともに、
具体的な事例を通じて組織論に関する理解を深めることを目的とする。具体的には、組織を管理するマネ
ジャーに求められる資質やスキル、モチベーション、意思決定、リーダーシップ、組織構造の設計、組織文化
などを学ぶ。組織論の基礎的知識を修得し、それを組織において適切に活用できるように計画されている。

科目の到達目標

•組織論における基本の理論的枠組みと人的組織としての独自なメカニズムを理解する。
•意思決定、モチベーション、リーダーシップ、組織文化、人材マネジメントなどの基礎などを学 
び、経済的な面だけではなく、社会的な面、心理的な面を含めて理解する。
•獲得した知識を活用し、事例ディスカッションを通じてマネジメントのセンスを身につける。
•卒業して就職し、仕事の現場に立つ際に役立つマネジメントの知識を学ぶ。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
講義とディスカッションを中心に進める。そのため教科書・事例をあらかじめ読み、教科書の練習問題や補足
ケースの質問への回答と不明点などをA4 1ページにまとめて、毎回授業開始までに提出することを課題とす
る。毎回の授業後に宿題を出します。

講義内容

第1回 イントロダクション：
組織と人間の関わり；組織行動論とは
第2回 モチベーション
第3回 組織コミットメント
第4回 意思決定と合意形成
第5回 組織市民行動
第6回 組織ストレス
第7回 チーム・マネジメント
第8回 リーダーシップ
第9回 組織学習
第10回 組織変革
第11回 組織文化
第12回 組織的公正
第13回 組織社会化
第14回 ダイバーシティ・マネジメント
第15回 キャリア・マネジメントとまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
平常点70%（積極的な学習姿勢、発言、課題）
発言のクオリティより、積極的に手を挙げて発言することを評価する。
最終レポート30%

教科書等

教科書：
開本浩矢編著『組織行動論（ベーシックプラス）』中央経済社

参考書:
スティーブン P. ロビンス (著), デービッド A. ディチェンゾ (著), メアリー・コールター (著) 2014「マネジメント入
門—グローバル経営のための理論と実践」ダイヤモンド社
補足参考資料は講義中に配布する。

担当者プロフィール

劉婷(Ting LIU)
博士（経営学）、大阪大学、2019年3月取得
出身：中国 ハルビン市
専門分野：人的資源管理、組織行動、国際ビジネスにおける言語問題とコミュニケーション問題

授業に関連する実務経
験

備考 基本的に使用言語は日本語とするが、学生の要望に合わせて使用言語の変更が可能。英語でのディスカッ
ションやプレゼンテーションにチャンレンジしたい学生も大歓迎。



科目名 国際金融論Ⅰ

単位数 2.0

担当者 高久 賢也

履修時期 前期

履修対象 ３年生

講義形態 講義

概要

近年、経済のグローバル化が急速に進んでおり、国境を越えた金融取引は益々活発に行われるようになって
いる。企業や金融機関も積極的に海外へ進出し、国境を越えた投資活動を行っている。一方で、国境を越え
た急速な資金の移動がグローバルな金融危機を引き起こし、世界経済に大きな影響を及ぼす要因ともなって
いる。本講義では、外国為替や国際金融取引の基本について講義するとともに、現実に起こっている国際金
融の諸問題についても（新聞記事やデータなどに基づいて）解説を行う。

科目の到達目標 本講義で修得する国際金融の基本的な知識に基づいて、受講生が、（国際金融関連の）新聞記事や専門文
献を理解し、自らの力で国際金融に関する諸問題について考えることができるようになることを目標とする。

受講要件 特にないが、金融論やマクロ経済学の講義を履修しているとより理解が深まる。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単位修得のためには、講義内容の復習を十分に行う必要がある。

講義内容

1. 講義の概略、および導入
2. 金融の基礎①（間接金融）
3. 金融の基礎②（直接金融）
4. 金融の基礎➂（貨幣と決済システム）
5. 外国為替レート
6. 外国為替市場
7. 外国為替市場の参加者
8, 外国為替の仕組み
9. 国際収支表の見方
10. 経常収支と対外純資産
11. GDPと三面等価
12. 貯蓄・投資バランス
13. 実質為替レート
14. 実効為替レート

※ オンライン授業を実施するので、毎回必ずWebClassを確認すること。
※ 授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験は行わない。最終レポート課題（60%）と毎回のレポート課題（40%）で評価する。授業は14回（試験期
間も授業日とする）であるが、毎回のレポート課題で不足の学習時間を補うこととする。

教科書等

教科書は指定しない。毎回の講義において講義資料を配布する。主な参考文献は下記の通り。

・岩田規久男著 『国際金融入門 新版』 岩波新書 2009年
・岩本武和著 『国際経済学 国際金融編』 ミネルヴァ書房 2012年
・川本明人著 『外国為替・国際金融入門 第２版』 中央経済社 2018年
・国際通貨研究所編 『外国為替の知識 第４版』 日本経済新聞出版社 2018年
・佐々木百合著 『国際金融論入門』 新世社 2017年
・谷内満著 『国際金融と経済―国際マクロ経済学入門』 成文堂 2015年

その他の参考文献については、講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール 専門分野：国際金融論、国際マクロ経済学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際金融論Ⅱ

単位数 2.0

担当者 高久 賢也

履修時期 後期

履修対象 ３年生

講義形態 講義

概要
国際金融論Ⅱでは、国際金融におけるより発展的なトピックスについて講義を行う。具体的には、為替レート
の決定理論、デリバティブ、様々な為替相場制度、欧州通貨統合、通貨危機および金融危機などである。本
講義では、それらについてなるべくわかりやすく（新聞記事やデータなども用いて）解説を行うつもりである。

科目の到達目標 本講義で解説する国際金融の発展的な内容を理解することで、受講生が、国際金融に関する新聞記事や専
門文献を読むためのより深い洞察力を得ることを目標とする。

受講要件 国際金融論Ⅰを履修していることが望ましい。講義内において、金融論と国際金融論Ⅰの講義内容について
復習を行うので、国際金融論Ⅰを履修していなくても、本講義の内容を理解することは可能である。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単位修得のためには、講義内容の復習を十分に行う必要がある。

講義内容

1. 講義の概略、および導入
2. 金融の基礎（間接金融と直接金融）
3. 国際金融の基礎①（外国為替レートと外国為替市場）
4. 国際金融の基礎②（実質為替レートと実効為替レート）
5. 購買力平価説①
6. 購買力平価説②
7, アセット・アプローチ
8. 中間試験
9. 国際金融の基礎③（国際収支表の見方）
10. 為替レートと国際収支
11. 為替リスクとデリバティブ
12. 様々な為替相場制度
13. 国際通貨制度（金本位制とブレトンウッズ体制）
14. 欧州通貨統合
15. 通貨危機と金融危機

※ 授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 課題の点数（20点）、中間試験の点数（30点）、および期末試験の点数（50点）の合計（100点）で評価する。

教科書等

教科書は指定しない。毎回の講義において講義資料を配布する。主な参考文献は下記の通り。

・岩田規久男著 『国際金融入門 新版』 岩波新書 2009年
・岩本武和著 『国際経済学 国際金融編』 ミネルヴァ書房 2012年
・川本明人著 『外国為替・国際金融入門 第２版』 中央経済社 2018年
・国際通貨研究所編 『外国為替の知識 第４版』 日本経済新聞出版社 2018年
・佐々木百合著 『国際金融論入門』 新世社 2017年
・谷内満著 『国際金融と経済―国際マクロ経済学入門』 成文堂 2015年

その他の参考文献については、講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール 専門分野：国際金融論、国際マクロ経済学

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際貿易論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 大東和 武司

履修時期 前期

履修対象 ３年以上

講義形態 講義

概要 貿易についての常識的な基礎知識を身につけることが目的である。とくに、貿易のなかでウエイトを増してい
る多国籍企業の企業内貿易を理解してもらえればと思う。

科目の到達目標 概要に記している本講義のエッセンスを理解してもらうことである。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義だけでなく、新聞その他のメディア、そしてインターネットなどで補完しながら現実に発生している貿易の
姿を理解してもらいたい。

講義内容

1 国際貿易の歴史的概要１
2 国際貿易の歴史的概要２
3 国際分業の基礎理解１
4 国際分業の基礎理解２
5 国際分業の基礎理解３
6 貿易摩擦１
7 貿易摩擦２
8 貿易政策１
9 貿易政策２
10 国際相互投資がもたらしす貿易
11 企業内貿易１
12 企業内貿易２
13 貿易にかかわる新たな動き１
14 貿易にかかわる新たな動き２
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出席状況は当然ながら、必要に応じた小テスト、豊かな見方、着想にもとづくレポート提出、また期末試験に
もとづき、総合的に評価する。

教科書等

参考書：
江夏・大東和・藤澤編著（2008）『シリーズ国際ビジネス４ サービス産業の国際展開』（中央経済社）
江夏ほか編著（2018）『理論とケースで学ぶ国際ビジネス』（第4版）（同文舘出版）
中島潤（2000）『日系多国籍企業』（中央経済社）
そのほか適宜指示する。

担当者プロフィール

大東和 武司（おおとうわ・たけし）。広島県に生まれる。専攻は多国籍企業論。国際ビジネス論。主な業績に
は、『国際マネジメント』（単著）、『平成不況とこれからの企業経営』（共編著）、『多国籍企業論』（共著）、『国
際経営論』（共著）、『国際ビジネス・エコノミックス』（共監訳）、『グローバル環境における地域企業の経営』
（共編著）、『現代アジアの変化と連続性』（共著）、『シリーズ国際ビジネス４ サービス産業の国際展開』（共編
著）、『理論とケースで学ぶ国際ビジネス』（共著）、『多国籍企業と新興国市場』（共著）などがある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際ビジネス法務Ⅰ

単位数 2.0

担当者 寺井 里沙

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

通信技術、輸送手段の発達により、多種多様な産業で国際化が進んでいます。特に日本においては、少子
高齢化に伴う国内市場の縮小を踏まえれば、中小企業であっても海外市場に目を向け、海外の企業、消費
者を対象に今後のビジネス展開を考える必要があるでしょう。
外国の企業を取引相手に事業展開する際には、多くのリスクが伴います。例えば、貿易の場合には、輸出者
は「輸出した商品に対して本当に代金を支払ってくれるのか？」という支払に関するリスクを、輸入者は「輸入
した商品を本当に引渡してくれるのか？」という引渡に関するリスクを懸念するはずです。こうしたリスクは国
内取引にも当然伴いますが、異なる国の企業を相手方とする国際取引の場合にはより大きなリスクが伴いま
す。それでは、これらのリスクを回避するためには、いかなる支払手段、引渡方法を用いるべきでしょうか？ 
本講義では、以上のような、国際ビジネスに携わる上で必要となる法律上の論点について学びます。

科目の到達目標 国際取引の形態、当事者、リスクを理解し、国際取引に従事する上で必要となる法律的知識を身につけるこ
とを目標とします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学習として、次回の講義テーマに関する時事問題を調べ、テーマに関してどのような論点があるのかイ
メージできるようにして下さい。事後学習として、授業で配布したレジュメ、授業ノートを参考にしつつ、講義の
内容を復習して下さい。

講義内容

１．国際取引における企業法務の役割
２．国際取引の種類、主体
３．海外進出方法
４．契約と不法行為
５．国際売買契約（貿易）①為替手形、船荷証券、信用状
６．国際売買契約（貿易）②ウィーン売買条約
７．国際売買契約（貿易）③インコタームズ
８．国際運送契約、国際保険契約
９．前半のまとめ
１０．知的財産権①（知的財産権の種類）
１１．知的財産権②（国際技術移転契約）
１２．知的財産権③（並行輸入）
１３．紛争解決①国際裁判管轄、準拠法
１４．紛争解決②仲裁
１５．後半のまとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験によって100%評価する。

教科書等 特に指定しない。

担当者プロフィール

出身：香川県丸亀市
略歴：中央大学法学部国際企業関係法学科卒業
中央大学大学院法学研究科修士課程修了
中央大学大学院法学研究科博士課程退学
2017年3月博士号取得
（博士号取得論文「国際債権契約における回避条項について. －ドイツ国際私法上の議論を手掛かりとして
－」）
専門：国際取引法、国際会社法
現在の研究テーマ：Brexitと国際会社法

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際ビジネス法務Ⅱ

単位数 2.0

担当者 寺井 里沙

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

通信技術、輸送手段の発達により、多種多様な産業で国際化が進んでいます。特に日本においては、少子
高齢化に伴う国内市場の縮小を踏まえれば、中小企業であっても海外市場に目を向け、海外の企業、消費
者を対象に今後のビジネス展開を考える必要があるでしょう。
国際取引においてトラブル、紛争が生じた場合、その解決手続は国内取引に比べて複雑化します。いずれの
国で裁判をすべきか、いずれの国の法が適用されるか、といった国際取引固有の問題が生じます。こうした
問題に適切に対応するためには、紛争が発生した時点はもちろん、契約書を作成する段階においてもこうし
たリスクを考慮しておかなければなりません。その際、各国の法制度には違いがあることを認識していること
が重要となります。特に国際取引においては契約の相手方が英米法（イギリス、アメリカ、英米の法制度を受
け継いでいる国の法）を前提として交渉、契約締結に臨むことが少なくありません。そこで、本講義では英米
法を念頭に、国際取引にはどのようなリスクがあるのか、契約の際にはいかなる事項につき合意しておくこと
が望ましいのか、といった点について学びます。

科目の到達目標 国際取引の形態、当事者、リスクを理解し、国際取引に従事する上で必要となる法律的知識を身につけるこ
とを目標とします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学習として、次回の講義テーマに関する時事問題を調べ、テーマに関してどのような論点があるのかイ
メージできるようにして下さい。事後学習として、授業で配布したレジュメ、授業ノートを参考にしつつ、講義の
内容を復習して下さい。

講義内容

１．国際取引におけるリスクマネジメント
２．国際取引に適用される法①国内法と外国法
３．国際取引に適用される法②英米法と大陸法
４．アメリカの司法制度
５．契約①契約の成立
６．契約②契約の効力
７．契約③契約条項
８．信託
９．前半のまとめ
１０．国際的な資金調達①（出資）
１１．国際的な資金調達②（融資）
１２．国際的な事業再編、事業協力①合併、買収
１３．国際的な事業再編、事業協力②資本、業務提携契約
１４．国際的な事業再編、事業協力③外資法、独占禁止法
１５．後半のまとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験によって100%評価します。

教科書等 適宜指示します。

担当者プロフィール

出身：香川県丸亀市
略歴：中央大学法学部国際企業関係法学科卒業
中央大学大学院法学研究科修士課程修了
中央大学大学院法学研究科博士課程退学
2017年3月博士号取得
（博士号取得論文「国際債権契約における回避条項について. －ドイツ国際私法上の議論を手掛かりとして
－」）
専門：国際取引法、国際会社法
現在の研究テーマ：Brexitと国際会社法

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 人的資源管理論

単位数 2.0

担当者 劉婷（Ting LIU）

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

人的資源管理は経営資源としての「ヒト」のマネジメントを扱う学問分野であり、現代企業のマネジメントにとっ
て死活問題である。本講義は人的資源管理の基礎理論を網羅的に取り上げる。そして、人的資源管理のバ
リューチェーン、例えば、雇用関係を支える仕組み、採用、配置、評価、報酬、人材育成などの諸問題につい
て習得する。最後、女性の活躍推進や、ワーク・ライフ・バランスや、高齢者雇用など人事管理の現場で話題
となっているトピックを紹介する。この講義は人的資源管理に関する理論とその実践に対する理解を深めるこ
とを目的とする。

科目の到達目標

•人的資源管理の基礎知識を修得する。
•日本企業における人事管理の特徴と知識を理解する。
•企業や組織における人事管理の役割、条件、制度とその考え方を理解する。
•獲得した知識を活用し、人的資源管理の諸現象を例を通じて紐解くことができる。
•卒業して就職し、仕事の現場に立つ際に役立つ人的資源管理の知識を学ぶ。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
講義とディスカッションを中心に進める。そのため教科書・事例をあらかじめ読み、教科書の練習問題や補足
ケースの質問への回答と不明点などをA4 1ページにまとめて、毎回授業開始までに提出することを課題とす
る。毎回の授業後に宿題を出します。

講義内容

第１回 イントロダクション：
人事管理とは；組織をつくる
第2回 働くということ
第3回 システムとしての人事管理
第4回 社員格付け制度
第5回 採用と退出
第6回 配置
第7回 評価と報酬
第8回 人材育成
第9回 労使関係
第10回 非正社員の基幹化
第11回 女性の活躍推進
第12回 ワーク・ライフ・バランスと働き方改革
第13回 高齢者雇用
第14回 グローバル経営と国際的人事管理
第15回 人事管理の未来とまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
平常点70%（積極的な学習姿勢、発言、課題）
発言のクオリティより、積極的に手を挙げて発言することを評価する。
最終レポート30%

教科書等

教科書：
平野 光俊 (著), 江夏 幾多郎 (著) 『人事管理--人と企業,ともに活きるために』（2018）有斐閣ストゥディア

参考書・参考資料等:
Laszlo Bock (2015). Work rules! Insights from inside Google that will transform how you live and lead.
Twelve.（鬼澤忍・矢羽野薫訳『ワーク・ルールズ！―君の生き方とリーダーシップを変える』東洋経済新報社）
補足参考資料は講義中に配布する。

担当者プロフィール

劉婷(Ting LIU)
博士（経営学）、大阪大学、2019年3月取得
出身：中国 ハルビン市
専門分野：人的資源管理、組織行動、国際ビジネスにおける言語問題とコミュニケーション問題

授業に関連する実務経
験

備考 基本的に使用言語は日本語とするが、学生の要望に合わせて使用言語の変更が可能。英語でのディスカッ
ションやプレゼンテーションにチャンレンジしたい学生も大歓迎。



科目名 テクノロジーマネジメント

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 高橋与志

履修時期 後期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要
テクノロジーマネジメントを工学的アプローチではなく製造業の経営学と捉え、技術、組織、事業システムの視
点から多面的に論じていく。基本的には教科書に沿う形で議論を進めるが、近年の新たな動きや具体的な企
業の事例を紹介することを通じて、理論と実践のバランスを取った内容にする計画である。

科目の到達目標

受講者は、当該分野の代表的な議論に関する知識を習得すると同時に、これらの見方・考え方を用いた実際
の製造業経営の事例分析を理解できるようになる。より具体的には、以下の項目を主な対象とする。
1．製造業経営研究の基本的な枠組みの理解
2．日本製造業の経営の強みと弱み
3．米国を中心とした他国製造業の経営との国際比較

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の対象箇所を読む。事後に配布資料の内容について復習する。また日頃から、新聞等の報道
をはじめ製造業の経営に関する事柄に関心を持ってフォローしておく。

講義内容

第1回 テクノロジーマネジメントとは
第2回 テクノロジーマネジメントの役割と視点
第3回 組織能力の役割
第4回 製品アーキテクチャ
第5回 コア技術戦略
第6回 第1回小テスト、プラットフォーム戦略
第7回 イノベーションの理論と本質
第8回 組織構造のデザイン
第9回 組織プロセスのマネジメント
第10回 第2回小テスト、プロジェクト知識のマネジメント
第11回 顧客価値創造の事業システム
第12回 事業システムのデザインとマネジメント
第13回 企業間ネットワークとマネジメント
第14回 組織能力構築に向けたMOTの実践
第15回 アジアにおけるMOTのための人的資源開発
第16回 最終試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
評価方法：質問等授業への参加状況（30％）、小テスト（20％）及び最終試験（50％）にて行う。
評価基準：「到達目標」で挙げた項目を習得状況について評価する。評点は、秀90％以上、優80％以上、
良70％以上80％未満、可60％以上、70％未満、不可60％未満

教科書等 延岡健太郎『MOT[技術経営]入門』日本経済新聞社、2006年

担当者プロフィール 広島大学大学院国際協力研究科准教授

授業に関連する実務経
験

備考
将来製造業企業で働く希望を持つ学生だけでなく、その他の業界に関心を持つ者も歓迎する。いずれして
も、日本経済の国際競争力を支ええてきた製造業の経営について学ぶことは、国際ビジネス専攻の学生に
とって重要と考えられるためである。



科目名 経営戦略論

単位数 2.0

担当者 教授 李在鎬

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要

本講義では、経営戦略論の基本概念と主要な理論を学びます。経営戦略とは、企業をはじめとする様々な形
態の組織体が市場などの外部環境の中で、持続的に存続・成長を遂げるために求められる大局的で、中長
期的な、一貫した方向づけのことを言います。もし、組織の進むべき大きな筋道が明確に組織成員に認知・浸
透されていなければ、各々の組織成員の労力と工夫が目指す方向もばらばらになり、その組織が有する潜
在力は十分発揮できなくなるでしょう。本科目では、そのような戦略を立案し、実行する上で、指針になる諸説
と手法について学習します。

科目の到達目標
受講修了後、受講生の皆さんが経営戦略の柱となる企業戦略と競争戦略の基本的な概念を身につけてお
り、そのようなの概念に照らし合わせて、身近な経営実践の事例の説明ができるようになっていることを到達
目標とします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 復習を徹底し、講義資料の補足を行うことが求められます。
また、経済新聞を読む習慣を身につけましょう。

講義内容

1.講義概要
2.組織、組織の目的と戦略
3.環境適合の戦略論の前史としてのコンティンジェンシー理論
4.全社戦略の概要
5.日本企業の戦略・組織・生産システム
6.多角化
7.垂直的統合
8.理解度チェックと振り返り
9.競争優位の実現
10.ケーススタディ
11.業界の構造分析
12.差別化戦略
13.コスト・リーダーシップ
14.ケーススタディ（視聴覚資料の視聴を含む）
15.理解度チェックと振り返り
※受講生の人数や授業の進捗度に応じて、授業の順序、あるいは内容の一部を変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 理解度チェックの結果(80%)、及び毎回提出される課題物（20%）を中心に成績評価を行います。
期末試験はありませんが、理解度テストが2回行われます。

教科書等 教科書は特に指定せず、毎回講義資料を配布します。
参考書は授業中にお知らせします。

担当者プロフィール

経済学博士（組織経営分析専攻）京都大学 2001/03/23
本学では、国際経営論Ⅰ・Ⅱ、経営戦略論を担当しています。
主要な著書には『ロジスティクス管理』中央経済社、2005年（単著）、『トヨタ式企業間協力』ジョンイェウォ
ン2004年（単著）などがあります。
最近取り組んでいる研究テーマは、「中間財メーカー視点の成長戦略」です。

授業に関連する実務経
験

実務経験は特にありませんが、これまで自動車メーカーおよび自動車部品専業企業を70社程度視察してお
り、理論のみならず経営実践についても目を配ってきました。

備考 授業の一環として、外部講師による講義が行われることがあります。



科目名 International Business

単位数 2.0

担当者 ヌルハイザル アザム

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態

概要

This course is designed as a platform for students to learn and understand basic knowledge about
International Business. Students will be exposed to multiple International Business dimensions, including
environment, strategy, and corporate functions. In addition the course will link theoretical aspects of
International Business to contemporary issues. This will help students to further enhance their
understanding of International Business and its implications in the real world context.

科目の到達目標

The aims of this course are to introduce and equip students with knowledge of International Business
through key concepts, theories, and cases. By the end of the course, they should understand those
concepts and theories, comprehend the complexity of environmental issues enveloping international
business activities and grasp the latest developments in International Business related issues.

受講要件 None

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

This course will be applying a blended learning approach by combining lectures as a main method of
teaching and learning with other resources, such as internet links, audio visual content from YouTube,
newspapers and magazine articles, etc. Students are also encouraged to share their opinions through
discussion and writing.

講義内容

１ Globalization and International Business
２ National Differences in Political Economy
３ Cultural Differences 
４ Ethics in International Business
５ International Trade and International Business
６ Political Economy of International Trade
７ Regional Economic Integration
８ International Monetary System
９ Strategies of International Business
10 Entry Strategies
11 Strategic Alliances 
12 Global Supply Chains
13 International Marketing
14 International Human Resource Management
15 Conclusion

期末試験実施の有無

評価方法・基準 The assessment will be based on student’s attendance, short tests or quizzes, participation, and reports.

教科書等 Main Reference:
Charles W. L. Hill et al.: International Business (Asia Global Edition; 2nd Edition), McGraw Hill, 2016.

担当者プロフィール

Nurhaizal Azam Arif was born in Kedah, Malaysia. His areas of specialization are: Multinational Enterprise,
International Business, and Diversity Management. His publications include the following titles:
“International Diversity Management Initiatives: Case studies of Japanese Multinational Corporations
Subsidiaries in Malaysia,”
“Strategic Goals of Workplace Diversity Management: A Conceptual Framework,”
“The effect of MNCs Innovation Activities in Stimulating Malaysia’s Outward Foreign Direct Investment
(OFDI) – A Conceptual Framework.”

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 International Commerce

単位数 2.0

担当者 Risa TERAI

履修時期 Fall Semester

履修対象 1st year students and above

講義形態

概要

This course focuses on current issues related to international commerce - such as trade barriers, exchange
rates and competition policy - by analyzing newspaper articles. As for trade barriers and exchange rates,
the relationship between the U.S. and China has been attracting wide attention. What influence does the
trade war between the U.S. and China have on companies? If the U.S. dollar becomes weaker, will it be an
advantage for the U.S. with respect to the trade war? As for competition policy, whether companies such as
Amazon, Facebook and Google, which operate online platforms, are monopolizing the market is being
discussed. What is the difference between these companies and companies that traditionally have been the
typical subject of each country’s competition policy? In this course, these topics will be explored.

科目の到達目標
The objective of this course is to enable students to develop knowledge of the basic practices related to
international commerce. Also, this course enables students to understand the latest issues by introducing
newspaper articles concerning international commerce.

受講要件 No prerequisites.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 Before each class, students are expected to read the assigned materials concerning the next lecture topic.
After the class, students should review and supplement the materials and their notes.

講義内容

1. Growth of International Commerce
2. Trade Barriers (1)
3. Trade Barriers (2) 
4. Trade Barriers (3)
5. WTO (1)
6. WTO (2)
7. WTO (3) 
8. Exchange Rates (1)
9. Exchange Rates (2)
10. Exchange Rates (3)
11. Competition Policy (1)
12. Competition Policy (2)
13. Competition Policy (3)
14. Corporate Social Responsibility (1)
15. Corporate Social Responsibility (2)

期末試験実施の有無

評価方法・基準 Grades will be determined by reports and presentations.

教科書等 Handouts of instructor’s presentation slides and materials from newspaper articles.

担当者プロフィール

· Place of birth: Japan, Kagawa prefecture.
· Area of specialization: International Business Law, International Company Law.
· Master of Arts in Law (Chuo University Graduate School of Law, Tokyo, 2011), Thesis title: Escape Clause
in International Contract Law in Germany - Article 28 of the Introductory Act to the Civil Code -
· Ph.D in Law (Chuo University Graduate School of Law, Tokyo,2017) Dissertation title: Escape clause in
International Contract Law -Suggestions from Private International Law in Germany-

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 International Human Resource Management

単位数 2.0

担当者 Ting LIU

履修時期 Fall semester

履修対象 3rd year students and above

講義形態

概要

This course provides an overview understanding of international human resource management (IHRM). The
course is divided into three parts: (1) cultural, comparative and organizational perspectives on IHRM; (2)
international assignments and employment practices; and (3) IHRM policies and practices. The class format
is a combination of lectures, exercises, and class discussions. There are numerous opportunities for
students to exchange ideas regarding how companies can formulate and implement international human
resource management practices to achieve their strategic goals in the real business world.

科目の到達目標

・ Provide an overview of international human resource management (IHRM), and appreciate the importance
of IHRM
・Familiarize students with the fundamental concepts and terminology of each element of the HR function in
international contexts (e.g., recruitment, selection, training, development, and compensation in international
contexts) 
・Apply the basic principles and techniques of IHRM gained through this course to the discussion of typical
case problems and personnel issues.

受講要件 No prerequisite classes are required.

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

For each chapter, create short answers to the discussion questions and case studies, and submit the
answers at the beginning of the class. All assignments must be submitted before the class as preparation
for class discussion. Students in the class will be expected to contribute effectively to class discussions
based not only on common sense and personal experience but also on the required readings.

講義内容

Part 1: Cultural, Comparative and Organizational Perspectives on IHRM
Week 1: Orientation; Culture and Cross-Cultural Management 
Week 2: Comparative Human Resource Management 
Week 3: The Transfer of Employment Practices across Borders in Multinational 
Companies
Week 4: Approaches to International Human Resource Management

Part 2: International Assignments and Employment Practices
Week 5: International Assignments
Week 6: Multinational Companies and the Host Country Environment 
Week 7: Regulation and Multinational Corporations: The Changing Context of Global Employment Relations
Week 8: Human Resource Management in Cross-Border Mergers and Acquisitions

Part 3: IHRM Policies and Practices
Week 9: Managing Knowledge in Multinational Firms
Week 10: Training and Development: Developing Global Leaders and Expatriates
Week 11: Global and Local Resourcing
Week 12: Global Performance Management
Week 13: Total Rewards in the International Context
Week 14: Equal Opportunity and Diversity Management in the Global Context
Week 15: Corporate Social Responsibility and Sustainability through Ethical HRM practices

期末試験実施の有無

評価方法・基準

Grades will be determined based on (a) written assignments and contributions to class (70%) and (b) final
examination OR final report paper (30%). 
*** Positive Participation rather than Pensive Pauses!!!

教科書等

Textbook:
Anne-Wil Harzing; Ashly Pinnington (Eds) (2014) International Human Resource Management (4th Edition).
SAGE Publications Ltd.

References:
1. Laura Portolese Dias (2011). Human Resource Management, v. 1.0 
Available through the Internet:
https://www.saylor.org/site/textbooks/Human%20Resource%20Management.pdf 
2. 関口倫紀・竹内規彦・井口知栄[編著] (2016)『国際人的資源管理』中央経済社 (In Japanese)
3. Laszlo Bock (2015). Work rules! Insights from inside Google that will transform how you live and lead.
Twelve.



The other recommended references and books will be uploaded to my homepage, please frequently visit for
any information you are interested in.

担当者プロフィール

Ting LIU
Ph.D. (Business Administration), University of Osaka
・Place of Birth: Harbin, China
・Specialized Fields: Human Resource Management, Organizational Behavior, Language and Communication
in International Business

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 専門演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部全教員

履修時期 前期（特別な事情がある場合のみ後期に履修が可能。備考を参照のこと。）

履修対象 ３年次

講義形態

概要 各担当教員の専門分野や周辺分野をこれまで学んできたことよりも専門的なレベルで学習します。尚、演習
形式の授業となります。

科目の到達目標 卒業論文執筆に必要な基礎的な知識を習得する。
卒業論文執筆に向けて情報収集能力を身につける。

受講要件 各担当教員の指示に従って下さい。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
毎回、教員の指示に従って予習しておく。
報告がある場合はしっかりと準備しておく。
普段からテーマに関係のある情報を収集する。

講義内容

第１週 演習の進め方
第２週～第１５週 報告、討論等

詳細は、各担当教員の個別シラバスを参照のこと。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 報告や討論での積極的な発言、レポート等で評価します。

教科書等 各担当教員の指示に従って下さい。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

履修時期は、前期を原則とする。
留学等のやむを得ない事情があると担当教員が認める場合に限り、後期に履修することができる。後期に履
修することが認められた場合は、当該期の履修登録期間中に、履修登録方法等について事務局教務グルー
プに相談すること。



科目名 専門演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部全教員

履修時期 後期（特別な事情がある場合のみ前期に履修が可能。備考を参照のこと。）

履修対象 ３年次

講義形態

概要 専門演習Iに続けて各担当教員の専門分野や周辺分野を専門的なレベルで学習します。尚、演習形式の授
業となります。

科目の到達目標 卒業論文執筆に必要な基礎的な知識を習得する。
卒業論文執筆に向けて情報収集能力を身につける。

受講要件 各担当教員の指示に従って下さい。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
毎回、教員の指示に従って予習しておく。
報告がある場合はしっかりと準備しておく。
普段からテーマに関係のある情報を収集する。

講義内容

第１週 演習の進め方
第２週～第１５週 報告、討論等

詳細は、各担当教員の個別シラバスを参照のこと。

期末試験実施の有無

評価方法・基準 報告や討論での積極的な発言、レポート等で評価します。

教科書等 各担当教員の指示に従って下さい。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

履修時期は、後期を原則とする。
留学等のやむを得ない事情があると担当教員が認める場合に限り、前期に履修することができる。前期に履
修することが認められた場合は、当該期の履修登録期間中に、履修登録方法等について事務局教務グルー
プに相談すること。



科目名 卒論演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 ４年

講義形態

概要
各指導教員の指導のもとで課題研究を進めることによって、学問研究の方法や思考様式を習得する。具体
的には、指導教員と相談しながら、課題研究のテーマについて、読む、聴く、体験する、考える、伝えるといっ
た学問的作法のトレーニングを行う。

科目の到達目標 卒業論文の完成に向けて研究計画を立て、課題研究を実施する。

受講要件 卒論着手条件を満たしていること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

卒業論文の完成に向けて、各指導教員の指導を受けながら、自らの課題研究（テーマ）を決定し、それに関
連する文献を読んで先行研究の検討を行う。そして研究計画を立て、必要に応じてフィールド調査を行うな
ど、関連資料やデータ等を収集し、それを分析・考察する。そして成果発表の準備と発表後の振り返りを通し
て、得られた知見を論文にまとめていく。

講義内容

研究計画の立案
・研究テーマの設定
・先行研究の検討
・研究方法の選択
研究の実施
・文献・資料収集
・フィールド調査
・データの集計・分析・考察
研究のまとめ
・発表資料（レジュメ）等の作成
・成果発表・討議
・論文の執筆・校正

期末試験実施の有無

評価方法・基準 課題研究の進捗状況を踏まえて各指導教員が専門的な見地からの評価を行う。

教科書等 必要に応じて各指導教員が指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考
今年度より卒業論文の発表が成績評価の条件となります（今年度は2019年3月に卒論着手が認められた学
生が対象）。卒論発表会は、論文提出締め切り（1月下旬）後、2月上旬までのあいだに、各プログラム単位で
開催されます。



科目名 卒論演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部全教員

履修時期 前期・後期

履修対象 ４年

講義形態

概要
各指導教員の指導のもとで課題研究を進めることによって、学問研究の方法や思考様式を習得する。具体
的には、指導教員と相談しながら、課題研究のテーマについて、読む、聴く、体験する、考える、伝えるといっ
た学問的作法のトレーニングを行う。そして成果を卒業論文にまとめる。

科目の到達目標 課題研究を進め、卒業論文を完成させる。

受講要件 卒論着手条件を満たしていること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
卒業論文の完成に向けて、各指導教員の指導を受けながら、自らの課題研究（テーマ）を進める。研究計画
をもとに、関連資料やデータ等を収集し、それを分析・考察する。そして成果発表の準備と発表後の振り返り
を通して、得られた知見を論文にまとめていく。最終的には約２万字程度の卒業論文を完成させる。

講義内容

研究計画の立案
・研究テーマの設定
・先行研究の検討
・研究方法の選択
研究の実施
・文献・資料収集
・フィールド調査
・データの集計・分析・考察
研究のまとめ
・発表資料（レジュメ）等の作成
・成果発表・討議
・論文の執筆・校正

期末試験実施の有無

評価方法・基準 課題研究の進捗状況を踏まえて各指導教員が専門的な見地からの評価を行う。

教科書等 必要に応じて各指導教員が指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考
今年度より卒業論文の発表が成績評価の条件となります（今年度は2019年3月に卒論着手が認められた学
生が対象）。卒論発表会は、論文提出締め切り（1月下旬）後、2月上旬までのあいだに、各プログラム単位で
開催されます。
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