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ゼミ紹介 

外国の文化に触れるには、単に情報伝達を目的とした媒体以外にも、様々な機会、方法がある。それ

は、たとえば文学、演劇、映画、音楽、絵画などのように、知識としてではなく直接感性に訴えてくる

場合もある。だが、その感性の持ち主がもともと異文化を背景に持っている以上、その伝わり方はどこ

まで有効なのだろうか。本国の人々が感じているものと同じ感覚で受容しているとは到底言えないので

はないだろうか。 

 では、１００％同じように感じることができないからと言って、それは無駄な行為かといえば決して

そうではない。日本人が日本の文化を背景として外国文化を受け止める場合、それがプラスに働くこと

もあり得るだろうし、伝えようとする人間は、それを効果的に活用する場合もあるだろう。 

 担当教員自身は英語文化圏の演劇や小説の翻訳作業を通して常に上のようなことを考えている。たと

えば、南アフリカの作家アソル・フガートの戯曲を日本で上演した際には、原文から読み取れる様々な

文化をいかに日本語のセリフで表わせるか様々なレベルで苦心したが、演劇の場合、言葉で表わせきれ

ない要素を、舞台美術や演出の力で見せることも可能であった。もちろん役者の技量によるものも大き

い。とは言え、英語で書かれた原文の中にアフリカーンス語が織り込まれている部分に関しては、さす

がに伝えきれたとは思っていない。また、アメリカの作家キャムロン・ライトの小説『エミリーへの手

紙』の翻訳では、言葉遊びが重要な要素となっていたのだが、これは直訳するわけにはいかず、いろん

な意味で原文を裏切らざるをえなかった。 

 このように、異文化理解と受容が起こる実際の場（たとえば翻訳）において、とりこぼされる要素と、

それに対して伝達者（たとえば翻訳家）がいかに工夫を施しているか、実際の作品を通じてのリサーチ

と、より効果的な伝達／表現法の更なる可能性を模索、提示することが本ゼミの目的である。 

 なお、担当教員は英語圏文化（演劇／小説／翻訳）を専門としているが、多元文化論系の特性上、研

究対象とする文化圏、ジャンルは限定しない。むしろ様々な文化圏、文化表象に関して、参加者全員が

意見を交換し合える環境となっていくことを期待している。 

 

授業計画 

3 年生春学期：毎週、授業時間を前半と後半に分け、前半は担当教員による「原文から取りこぼされる要

素」と「それをなんとか表わそうとする工夫」の実際についての紹介、後半は参加者各自の研究対象に

ついての報告／相談が中心となる。 

3 年生夏期休暇：希望があれば２，３日程度の合宿を行う。更に、各自研究対象の絞込みを考える。 

3 年生秋学期：個別の研究についての発表を行なう。と言っても、ゼミ論に向けてのまだまだ途中段階に

過ぎないので、発表の内容は「結論」よりもむしろ「計画」あるいは「抱負」に近いかもしれない。そ

の際、研究対象の近い者たちでいくつかのグループを作るが、あくまで発表は個人が基本。グループ内

でそれぞれの発表に対して質問者（ディスカッサント）を設定して、研究／発表が「ひとりよがり」に

ならないように考慮しつつ、研究の発展の可能性を探っていく。 

4 年生春学期：1年間準備してきたものをいよいよゼミ論に向けて発表／報告を行なっていく。ゼミでの

担当教員 科目名 

 

小田島 恒志 

異文化受容論ゼミ 

副題：異文化受容論（文化の翻訳） 
1 

定員 

 

15名 
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意見交換をフルに利用して論文に活かして欲しい。 

4 年生夏期休暇：3年生と連動。 

4 年生秋学期：論文執筆が中心となるので、発表はむしろ経過報告程度になると思う。逆に、他の 4年生

や 3 年生との意見交換がお互いにとって有効なものとなるよう、ゼミ形式ならではの授業のあり方を全

員で構築していく。 

 

参考 

参考資料などは個別に紹介していくが、関心の持ち方の入り口として、基礎演習のデータベースにある

文化研究に関わるすべての論文を読んでおくことが望ましい。特に、村井誠人先生の論文と小田島の論

文の「翻訳」に関する部分に興味をもった人に向いているゼミだと思う。 

 

 
 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】【4年生】2学年合同で火曜日５時限に行なう。 

 

選考方法 

・ゼミ志望理由書。 

・2年春学期までの成績を参考にする。 
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授業内容 

現代中国の 100 年におよぶ歴史は、絶え間ない戦争や政治運動により、多くの人々が故郷からの移住

や分断といった体験を余儀なくさせられてきた。改革開放以降も、農村から都市へ、さらには海外へ移

住する流れは今日に至るまで止まることがない。その一方、近年発展めざましい中国に海外から帰国す

る流れも顕著になっており、現代中国社会および文化もそうした移動という相のもとに考える必要があ

るだろう。 

このゼミでは中国だけでなく、台湾や香港、さらには日本や東南アジア、遠くアメリカやヨーロッパ

など、中国から移住した人々が移住先の諸地域で果たしてきた社会的役割や文化的営為も視野に入れて

いきたい。その上で、そうした諸地域との交流のもとで展開してきた、現代中国の制度や都市、映画や

音楽、文学など、さまざまな社会現象や文化的表現について理解を深めていく。 

 

シラバス 

【3年生】 

3年生は共通テーマを決め、全員で課題図書を講読している。現代中国の社会や歴史、文化に関する知

識を共有するとともに、議論を通じて理解を深めていく。1年間かけて講読してきたことをもとに、ゼミ

全体で 1年間を総括する発表、またはレポートをまとめてもらう予定である。、 

また 4年生との合同ゼミなので、4年生が行うゼミ論途中経過報告の議論に加わり、自分のゼミ論のテ

ーマを決める参考にしてほしい。夏休みに入る前に各自ゼミ論のテーマを考え、秋学期以降、本格的に

資料調査をしてゼミ論執筆に向けた準備を行う。1月までにテーマを確定し、先行研究のリストを作成し、

先行研究の整理に着手する予定である。 

 

 2016 年度の共通テーマは「北京」。春名徹『北京――都市の記憶』（岩波書店、2008 年）、ウー・

ホン著、中野美代子監訳・解説、大谷通順訳『北京をつくりなおす――政治空間としての天安門

広場』（国書刊行会、2015 年）、王軍著、多田麻美訳『北京再造――古都の命運と建築家梁思成』(集

広舎、2008 年)を講読した他、北京を舞台にした映画『胡同の理髪師』を鑑賞した。 

 2017 年度と 2018 年度の共通テーマは「メディア」。柴静著、鈴木将久他訳『中国メディアの現場

は何を伝えようとしているか――女性キャスターの苦悩と挑戦』(平凡社、2014 年)、西茹『中国

の経済体制改革とメディア』(集広舎、2008 年)などを講読し、中国のメディアが事件や人々にど

う向き合い、何を報道したのかという具体的な試み、その背景となるメディアの制度や社会事情

について理解を深めている。 

 

【4年生】 

4月最初の授業で前年度にまとめた 1年間の総括を 3 年生に向けて発表する他、3年生が中心となる課

題図書の講読でも議論をリードし、2学年が一緒に議論する場を積極的に作ってほしい。 

担当教員 科目名 

 

高屋 亜希 

現代中国文化論ゼミ 

副題：華人の視点で世界を見てみよう 
2 

定員 

 

15名 
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また各自ゼミ論の準備を進め、ゼミ授業でも春・秋学期各 1 回、途中経過を報告してもらう。夏休み

前に簡単な章立てを提出して途中経過を発表、9 月末に詳細なアウトライン、10 月末に草稿を提出し、

11 月初旬に草稿についての発表を行う予定である。ゼミ全体で相互に検討することで、それぞれのゼミ

論の質を高めていってもらいたい。完成稿の提出は 1月初旬である。 

 

教科書・参考書 

教場で指示する。 

 

評価方法 

発表、発言など授業への積極的参加、課題の提出などで評価する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

月曜 3限に、2学年合同で行なう。 

 

ゼミ紹介 

 中国語の履修は必須ではないが、日本語資料だけではゼミ論テーマの選択肢も少なくなるので、

積極的に中国語に取り組んでほしい。また旅行や留学な

ど現地を体験する、中国からの留学生と交流する、中国

の映画やアートに触れるなど、機会を作って積極的に中

国に向き合うことを期待している。 

 ゼミ生の就職先は金融、保険、マスコミ、広告、出版、

建設、不動産、メーカー、商社、旅行、シンクタンク、

通信、公務員、大学院進学など多岐にわたっている。 

 新歓コンパや追いコンの他、(年度によって頻度などは異なるが)ゼミ生が企画する懇親会、1泊 2

日の合宿などを実施している。 

 

2017 年度卒業生ゼミ論一覧 

・回想録にみる紅衛兵世代の文革体験と文革評価 

・秘密結社から見る今日の中国――孫文と毛沢東の境 

・福建省連江県筱埕鎮の葬儀に見る中国人の死生観 

・月份牌に見る近代中国の女性表象について 

・北京の都市構造 景観保存のゆくえ 

・儒教再公認化からみるインドネシアにおける華人問題 

・中国の大学入試システムの変遷から考察する全国大学統一入試の意義・問題点について 

・中国映画に見る日本人像の変遷と映像メディアが社会に与える影響 

・雲南省徳宏タイ族ジンポー族自治州から見る中国農村の変遷と未来 

・張芸謀「サンザシの樹の下で」における文革の描かれ方 

 

選考方法 

・ゼミ志望理由書 
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ゼミのテーマ 

中国の伝統的価値観の研究 

 いま中国は世界の経済を牽引する超大国として世界中の誰もが無関係ではいられない国になっていま

す。しかし、経済や政治の向こう側にある、社会観、倫理観、生命観、宗教的世界観など――つまり伝

統的な価値観について、我々は必ずしも深い理解をもっているとはいえません。中国というスーパー・

パワーの文化背景を知ることは、今後益々強く求められることでしょう。このゼミでは、中国の伝統的

価値観（宗教や倫理）について考察し、アジアの思想の意義を考えることを目指します。それは西洋思

想の文脈に支配されがちな現代世界の価値観を、多元的な視野から見直すことになるはずです。 

 

授業計画 

共同研究（２コマあるうちの１コマ目） 

 ゼミは毎週連続する２コマを１セットとして行います。登録上は３年生が１コマ目、４年生が２コマ

目ということになりますが、両方出席できるように時間割を調整していただきたくお願い致します。 

今年度は、（昨年度に引き続き、）日本にも存在する媽祖廟や関帝廟の背景となる歴史や文化について

考えて行きたいと思います。 

参考文献：李献璋『媽祖信仰の研究』東京：泰山文物社、1979 年 

朱天順『媽祖と中国の民間信仰』東京：平河出版社、1996年 

このテーマをどう展開させるかは、ゼミ生の関心と議論の流れ次第で様々で、教員である私にも（良い

意味で）予想がつきません。ゼミ生の関心の動き方に注目していきたいと思います。 

 

個別研究（２コマあるうちの２コマ目） 

 ゼミ論に取り組む際には、共同研究を基盤としつつもゼミ生の興味に応じて個別的な研究に打ち込む

ことになります。共同研究の次のコマを使って行います。共同研究と同じく、全員の参加が必須となり

ます。過去のゼミ論題目の例：「中国の近代化と宗教」「中国における家族制度と孝の生命観」「不死の身

体と倫理」「近代中国と女性」等。 

 

教科書 指定しません。 

 

求められるもの 

積極的に参加、発想、提言することが大切です。 

評価方法 

平常点・発表の成績などを総合的に勘案する。 

授業実施曜日・時限（予定） 

月曜４限・５限に、2学年合同で行なう予定。 

 

担当教員 科目名 

東アジアの生命観と倫理ゼミ 

副題：中国の伝統的価値観の研究 

 

3 
定員の目安 

 

15名 

 

森 由利亜 
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選考方法 

 ・ゼミ志望理由書のみご提出ください。 

 

合 宿 

 毎年、学期中もしくは休み中に合宿を行っています。2013、2015、2018 年度 9 月には台湾の古都台南

で伝統的な廟（民間神の祠堂）を見学。2014年 9月には香港・マカオの宗教施設、2016 年度は四川省成

都、青城山、都江堰、17 年度は上海の諸廟を見学しました。また、1 月にはゼミ論の合評会のために東

京近郊（奥多摩・みたけ山）で一泊の合宿を行っています。 

 

 

 

2014 年 9月マカオ伝統宗教施設見学 

 

 

2015 年 9月台南伝統宗教施設見学 

 

2016 年 9月四川省成都道教聖地見学 

 

2017 年度（18年３月）上海宗教施設見学 
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授業内容 

 本ゼミは、日本もしくは中国・台湾・韓国・ベトナムなど、漢字文化圏における前近代の思想・宗教・文化・

芸術などに興味を持つ学生を対象に設置します。あることを学ぶためには、やみくもに進むのではなく、回り

道のようですが、あらかじめ全体像を知っておくと、結果的に時間を短縮することができます。つまり、なん

らかの宗教や作品が、どのような世界観やしくみで成り立っているかを知っておくことが、肝要になります。

さらに、あることを議論するためには、対象となるテキストを、精確に読解することが前提になります。この

ゼミでは、そのためのノウハウを提供していきたいと思います 

＊2018年度、吉原は特別研究期間取得により中国に滞在中のため、佐藤晃先生に代講をお願いしています。 

【3年生】 

 3年生は、まず漢字文化圏のあらゆる文献を読解するための基礎となる、古典漢文を正しく読むための

訓練から入ります。漢文は、東アジアの共通言語として、様々な局面に用いられ、影響を与えているか

らです。漢文は、基本的な法則と調査方法さえ身につければ、それほど難しいものではありません。難

解と言われる四六駢儷文でも、半年ほどでかなり読めるようになるでしょう。辞書の使い方や資料の調

査方法ばかりでなく、パソコンを利用した検索方法の指導もいたします。 

【4年生】 

 文化交流に関わる研究動向をふまえ、東アジアの文化についての総合的な理解を目指すとともに、ゼ

ミ論執筆に向けて各自の研究を推進・発展させるため、さまざまな面から指導を行います。 

 

シラバス 

【3年生】 

 東アジア漢字文化圏の文化交流に関わる、調査・研究の基礎力の習得を目指します。初学者のために、

辞書の使用法、参考文献・論文の探し方、図書館の使い方、パソコンによる文献検索の方法などを概説

します。また、実際の文献を読解する技術を習得してもらいます。その上で、研究発表や討論を行うこ

とによって、研究の基本を身につけることができるよう配慮します。また、4年生と合同で授業を行うこ

ともあります。 

【4年生】 

 春学期は、文献の読解を基本としますが、ゼミ論の構想について、適宜報告してもらいます。また、

履修者同士の討論を重ね、各自の研究テーマを深化させ、最終的なゼミ論の完成を目指します。また、3

年生と合同で授業を行うこともあります。 

 

教科書 

【3年生】 

 輪読する文献については履修者と相談の上決定しますが、中国か日本前近代の、漢文によって書かれ

た文献を読解する予定です。3 年生は、例えば平安時代の『本朝文粋』のような、典型的な四六駢儷文の

構造を持った作品を選んで、輪読します。 

担当教員 科目名 

 

吉原 浩人 

思想文化論ゼミ 

 

 

4 
定員 

 

15名 
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【4年生】 

 応用的な文献を輪読します。各自の興味に応じた、ゼミ論の内容に深くかかわるものになるでしょう。 

 

参考文献 

【3年生】【4年生】 

 教場及びオンデマンド講義を通じて、詳細な参考文献目録を配布します。 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

 出席、および授業への参加状況（発表、討論の内容など）、レポートを総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】月曜日 5時限に行ないます。 

【4年生】月曜日 6時限に行ないます。 

3 年生は 5 限、4 年生以上は 6 限に自動登録されますが、合同で授業を行うことも多いので、5 限と 6 限

の両方を空けておくことが必要です。 

 

ゼミ紹介  

 日本・中国・朝鮮半島を中心に、東アジア漢字文化圏の思想・文化・文学・歴史・美術・文化交流な

ど、さまざまな事象に関心を持つ学生のためのゼミです。基礎的な文献を輪読するとともに、各自の関

心に基づく研究発表を行ってもらいます。また、ゼミ論作成には、いわゆる哲・史・文の枠組みや時代

にとらわれない、自由な課題設定を期待します。しかし、それは基本をないがしろにしてよい、という

ことではありません。このゼミでは、そのためのノウハウを提供していきたいと思います。研究は、自

ら楽しむこと、なぜだろうという好奇心をもって進めることが大切です。お互いに楽しみながら、ゼミ

を創り上げていきましょう。 

本ゼミからは、日本文学・美術史・東洋哲学などへの大学院進学者が毎年のように出ており、希望者

に対しては専門的なアドバイスをいたします。また妖怪や漫画についてのゼミ論を書く学生も、何人も

います。要は、学問的な手続きがきちんとしていれば、ゼミ論には何を書いてもかまいません。ここで

３年生の時の苦労が生きてくるので、一年間は修行だと思って努力して下さい。 

 吉原が、専門的に研究を行い、論文を書いたり、ゼミの複数の学生が関心を持っている分野は、以下の通り

です。一つでも興味ある分野があれば、どうぞ気軽にメールなどで質問して下さい。 

１ 仏教・道教・儒教・神道・陰陽道など、漢字文化圏の前近代の宗教思想。 

２ 八幡信仰・稲荷信仰・熊野信仰・天神信仰・聖徳太子信仰など、神や偉人に対する信仰。 

３ 日本古代・中世の文学、特に仏教文学・説話文学。 

４ 平安時代とそれ以前の、日本漢文学。 

５ 中世以前の大和絵、特に掛幅絵伝や絵巻などの説話画とその絵解き。 

６ 東アジアの寺廟・神社など、霊場の縁起とその歴史。 

７ 日本近現代の宗教文学、特に芥川龍之介など。 

８ 古典文学・絵画史料にみる妖怪。 

９ 漫画・アニメなどにみる宗教事象。 
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備考 

【語学】 

中国語または朝鮮語を修得している学生を歓迎しますが、これは必須ではありません。また、興味の

ある学生は、これらの語学を 3年生から始めても、遅くはありません。 

 

【進路】 

本ゼミ卒業生の進路は、公務員・教員・一般企業などさまざまです。また大学院にも、多くの卒業生

を送り込んでいます。大学院進学を希望する学生には、そのための指導も行います。 

 

【研修旅行・合宿】 

 夏休みには、全員参加のゼミ合宿を行い、研究に対する関心を深めます。また適当な時期に、中国・台湾・

香港・韓国・シンガポールなど漢字文化圏のいずれかを訪れ、現地大学生との交流などを中心にした研修旅行

を実施する予定です。ただしこの旅行は、全員参加を強制するものではありません。 

 

選考方法 

・ゼミ志望理由書。面接（吉原は中国滞在中のため、佐藤晃先生に実施していただきます）。 

 ＊面接は必須ですが、「試験」ではないので安心してください。 

 

 

2018年 4月 ゼミ新入生歓迎会 
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2017年 9月 ゼミ夏合宿 

 

 

学生から一言 

思想文化論ゼミの魅力は「学問の基礎を学べる」ことです。講義では、漢文や古文の一言一句につい

て典拠となる資料を探して注釈をつけ、各々資料を作り発表します。慣れないうちは一つの言葉の注釈

をつけるのにも四苦八苦し、資料を求めて歩き回り、やっとのことで見つけた資料が全く役に立たない

ことも往々にしてあるなど、苦労の連続ですが、次第にどの建物のどこに何の資料があるか、未知の単

語への対処法、自分の必要とする情報を得るには何をすべきかなどが自ずと分かるようになります。こ

れらは漢文や古文の研究の基礎であると同時に、学問をする上での基礎でもあり、論文を書く際は勿論、

大学院進学やその後の研究にも必ず役に立つと思います。 

また、当ゼミには「オフ」があります。学期の節目には打ち上げが、夏合宿や研修旅行では、史跡参

観やゼミ論発表会、そして夜にはバーベキューやカラオケ飲み会などが行われ、大変盛り上がります。

この「オフ」によって、当ゼミはとても和気あいあいとした楽しいゼミにもなっています。 

その性質上、当ゼミは、漢文及び古文や日本の歴史・文化を研究テーマに据えたい方に特にお勧めで

すが、勿論それ以外のテーマをやりたい方も大歓迎です。どんなテーマでも、先生からは真摯かつ懇切

丁寧な助言をいただけます。ぜひ一度ゼミ見学にいらしてください。皆様にお会いできることを楽しみ

にしています。 

                                    （４年 木村健太） 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

授業内容 

【3年生】 

 東アジア地域は、かつて漢字・漢文を共有したことにより、世界的にみても独自の文化圏を形成して

きたといえます。日本を含む東アジア地域共通の文化基盤となっている「漢字・漢文文化」について、

その本質、特質、意義、問題点をさまざまな角度から考察していきます。具体的には、漢字・漢文文化

に関する先行研究を読み深めると同時に、実際の作品・文献の輪読も合わせて行います。また、ゼミ論

に向けての準備を進め、構想発表を行います。 

【4年生】 

 3年次に引き続き、漢字・漢文文化に関する先行研究への理解を広げるとともに、作品・文献の輪読を

行います。また、ゼミ論の執筆、提出に向けて具体的な作業を進め、中間報告などを行っていきます。 

 

シラバス 

【3年生】 

 漢字・漢文文化を中心に、東アジア文化研究を進めていくために必要な知識や方法の習得を目指しま

す。基本的な参考文献の利用法や、情報の収集方法を身につけるとともに、実際の作品・文献を通して

基本的な読解作業、資料の活用にも取り組みます。また、各自のテーマにしたがってゼミ論構想に向け

ての調査、研究を合わせて進めていきます。 

【4年生】 

 東アジア文化研究に関わる知識を深め、広い視野で情報を収集し、分析検討する力を身につけます。

漢字・漢文による作品・文献の読解にも習熟するとともに、より発展的な思考に展開できる応用力の獲

得を目指します。そのうえで、各自のゼミ論の中間報告を行い、ゼミ論の完成に向けて執筆を進めます。 

 

教科書 

【3年生】 

 履修者の関心を考慮したうえで取り扱う作品・文献等を決定して講読します。 

【4年生】 

 3年次に引き続き、履修者の関心を考慮したうえで取り扱う作品・文献等を決定して講読します。 

 

参考文献 

【3年生】 

 教場で指示します。 

【4年生】 

 教場で指示します。 

 

 

担当教員 科目名 

 

河野 貴美子 

漢字・漢文文化ゼミ 

 

 

5 
定員 

 

15名 
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評価方法 

【3年生】 

 出席、および授業への参加状況（発表、討論の内容など）、レポートを総合的に評価します。 

【4年生】 

 出席、および授業への参加状況（発表、討論の内容など）、レポートを総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】月曜 5時限に行ないます。 

【4年生】月曜 6時限に行ないます。 

 

ゼミ紹介 

 本ゼミが掲げる「漢字・漢文文化」とは、中国を中心として朝鮮、日本など東アジア諸地域に及んだ、

漢字・漢文を基として展開してきた学術・文化全般を指していうものです。本ゼミでは、既成の学問の

枠組みにとらわれず、古代から現代に至るまでの日本、中国、朝鮮など東アジア各地域におけるさまざ

まな文化現象を漢字・漢文文化への視点を軸にして考察し、魅力ある新たな東アジア文化論を構築して

きたいと考えています。 

 

選考方法 

ゼミ志望理由書。 
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（2017 年 11 月ゼミ合宿 於川奈） 
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ゼミ紹介 

当然のことながら、「ユーラシア文化」論などという大それた学問分野が存在し、このゼミでそれを専

門的に扱うというわけではない（個別の研究としては、言語学・歴史学等においてそういうアプローチ

も存在するが…）。 

ここでは、「アジア文化プログラム」「ヨーロッパ文化プログラム」「中東・イスラーム文化プログラム」

「英語圈文化プログラム」といったプログラム設定（「国際文化論プログラム」をも含めて）に必ずしも

収まらない、広く―現時点ではそれが「浅く」でもかまわない―旺盛な知的関心に、できるだけ柔

軟な対応のできるゼミであることを目指す。 

したがって、専門的なテーマをかなりの程度まで（それぞれに多元的・複合的な関心を擁しつつ）掘

り下げることを前提とするような性質のゼミと比較した場合（とくに特定の言語の資料の読解等々とい

った面にかかわって）専門的指導という点において、十分なものを保証できないかも知れない。 

いずれにせよ、単一の文化の問題への関心に収斂することがなく、なおかつ、一定の範囲のテーマに

関心を絞りきることのできない人びとの集まり、したがって、相当に多彩な話題の展開するゼミになら

ざるを得ないものと思われる。しかし、そこが狙いどころでもあって、いわば、ゼミそのものが、個性

的な学生が集まっての「〈異文化〉接触」の現場となることが想定されている。 

担当教員（源）自身は、ロシア文化（なかでも 19 世紀リアリズム文学）を研究の中心に据え、口シア

文化とヨーロッパ近代文学・芸術との関係、日本とロシアの文化的関係（江戸時代の日・露・欧間の外

交関係・文化的交流、洋学と江戸期の芸術の関係、日本近代文学とロシア文学、ヨーロッパ・ロシア・

東洋 3 者間の、近代以降の文学・芸術・思想・学問の交流・相互影響関係など）を日頃関心の対象とし

ており、とくにロシア語・ロシア文化やロシア出版メディア論などについては、大学院入学レベルの専

門的指導が可能であるが、このゼミに関しては、このような担当教員自身の専門的守備範囲にはこだわ

らない。 

ゼミでとりあつかわれる分野としては、文学・芸術・思想・学芸・メディア等々いずれであってもか

まわないと考えている。ロシア語以外の言語（東洋、西洋を問わない）については、ゼミ生それぞれが

履修する文化構想学部の演習科目や選択外国語科目での研鑽に依存せざるを得ないが、ある程度、ゼミ

生自身の焦点が定まれば、それに応じて担当教員も精力的に勉強させてもらいたいと考える。 

いずれにせよ、多彩な話題と柔軟な発想、また、それらをゼミに集まった〈他人〉=〈他文化〉同士の

コミュニケーションによって深めて行くことを信条としたい。 

 

授業計画 

最終的には、文化構想学部学生の〈存在証明〉としてのゼミ論文の執筆・推敲・完成を目的として、

自らの最大の問題意識を第三者にどのようにすればうまく伝えることができるかの〈試行錯誤〉のため

の場としてゼミの授業は設定される。 

【3 年生】 

おそらくゼミ生の関心が拡散していることが想定されるので、4 月～6 月においては、ゼミ生それぞれ

担当教員 科目名 

 

村井 誠人 

 

ヨーロッパ近現代文化論ゼミ 

副題：ヨーロッパ近現代国家と民族 

 

7 
定員 

 

15名 

担当教員 科目名 

 

源 貴志 

ユーラシア文化論ゼミ 

 
6 

定員 

 

15名 
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夏季合宿（伊豆高原）後の集合写真 

 

がどのような関心と知的背景を持つかを披

瀝しあう場を設定することになると思われ

る。まずそれを 3 人から 4 人の、少人数の

グループのなかで気軽に親しく、かつそれ

なりに活発に意見を交わせるかたちで行な

う。最初はフリーディスカッションの色合

いの強いものとなろうが、次いで、6 月～7

月においては、ゼミ全体への、きちんとし

たプレゼンテーションの形式をとって、自

らの関心のありどころを表現してもらうこ

とになるだろう。「広い関心」がすなわち「関心がまだ 1 点にさだまらない」状態であることが予想され

るので、夏期休業中がテーマを絞っていくための読書・調査・思索の期間となる。その手がかりをゼミ

参加者や担当教員から得られるように、夏期休業の早い時期に 2 泊程度の合宿を設定する予定。 

秋学期は、絞り込んだテーマをお互いゼミ員に対して説明するようなプレゼンテーションの期間（10

月～11 月）を経て、個別に今後必要な、文献収集・調査などの計画を立てる期間（11 月～12 月）となる。

この期間は、ゼミ参加者それぞれと担当教員との個別の指導が中心となるだろう。 

なお、常時 4 年生あるいは、さらに卒業生からの助言の得られる機会も設けられるはずである。1 月か

ら春休み期間中にかけては、計画に沿って文献収集・調査に当たる期間となる。 

【4 年生】 

春学期は、上記の文献や調査結果の具体的な解読や分析に当てることになる。その間、担当教員との

個別的なやりとりのほか、クラスあるいはグループ単位での経過報告と意見交換の機会が設けられる。 

秋学期は論文執筆に集中する期間となるだろうが、あらためて論文執筆のためのテーマや方法論のチ

ェックが行なわれる。草稿の相互添削の機会も設けられるが、できるだけ広く、他の参加者の意見を取

り入れることが望ましい。一方で、3 年生の指導や、助言にも一定の役割を果たしてもらう予定。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】【4 年生】2 学年合同で木曜 5 時限に行なう。 

 

備考 

ゼミで扱うテーマについては、できるだけ柔軟に対応したいが、ゼミの参加者には、歴史的な観点か

らものごとを考える習慣と、社会に対して人文学が果たすべき役割についてつねに自ら問う姿勢のある

ことが望ましい。 

 

選考方法 

・主として「ゼミ志望理由書」による。 

・2 年春学期までの成績を参考にする。 

・面接（選考目的というよりも、確認事項伝達のため。ただし無断欠席の場合は選考外となります）。 
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授業内容 

【3年生】 

 古代ギリシアとローマの歴史は、地理的には、地中海沿岸部を中心としつつも、西は大西洋沿岸から

東はインド、アフガニスタンに及ぶ広大な範囲で展開し、時間的にも、仮にミケーネ文明の誕生から西

ローマ帝国滅亡までの時期を対象とするならば、2000 年以上の広がりがある。地中海文化論ゼミでは、

このような広大な空間と長大な時間の中で生成、消滅していった古代ギリシア・ローマの歴史と文化の

諸問題について様々な角度から考えていく。3年生は、ゼミ論文に向けて、各自の関心あるテーマについ

て発表することから研究の第一歩を踏み出すことになる。 

 

【4年生】 

3年次に引き続いて、自らのテーマをいっそう深めつつ、ゼミ論文の完成を目指す。 

 

シラバス 

【3年生】 

 まずは各自の関心のあるテーマについて発表を行い、次いでそれに関係する日本語論文を精読するこ 

とを通して、論文の書き方について考える。 

 

【4年生】 

 ゼミ論文の構想、経過について報告を行う。 

 

教科書 

 指定しない。 

 

参考文献 

 服部良久、南川高志、山辺規子編著『大学で学ぶ西洋史[古代・中世]』ミネルヴァ書房、2006年。 

 伊藤貞夫、本村凌二編『西洋古代史研究入門』東京大学出版会、1997年。 

 

評価方法 

 出席点と報告内容などを総合的に評価する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】【4年生】 2学年合同で火曜日 6時限に行う。 

 

ゼミ紹介 

 明るく楽しいゼミにしていきましょう。 

担当教員 科目名 

 

井上 文則 

地中海文化論ゼミ 

副題：古代ギリシア・ローマの歴史と文化 
7 

定員 

 

15名 
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選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

以上 
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中東の歴史や文化を本格的に学んでみませんか。西アジア・中東は古代メソポタミア文明、エジプト

文明の後継者にあたり、古代ギリシャ・ローマ文明、地中海世界とのかかわりも深い。またユダヤ教、

キリスト教、イスラームなど諸宗教の揺籃の地でもあります。中世の『アラビアン・ナイト』や「十字

軍」、マムルーク朝やオスマン帝国などの歴史、さらには現代の中東情勢から「アラブの春」まで、中東

やイスラームを知らずしては語れない事柄が、世界には数多く存在します。 

 イスラームということでいえば、中東をはるかに超えて、中央アジア、アフリカ大陸、南・東南アジ

ア、さらには日本や欧米・中南米のムスリム社会などについても考察の対象となります。アフリカの歴

史も当然含まれます。また、このゼミで「中東」という表現を用いるのは、イスラーム教徒(ムスリム)

だけでなく、キリスト教徒・ユダヤ教徒なども共に中東社会を構成しているという認識に基づいていま

す。彼らもふくめた社会を総体として捉えます。たとえば、シオニズムの研究の対象となります。 

そしてなにより、中東への旅行や食事、映画や文学など、その文化全般を本格的に味わってみません

か? そのための情報提供は惜しみませんし、ゼミとしての実践も予定しています。「アラブの春」の研究

も大歓迎です。 

このゼミでは国際的な自覚をもって活躍したいと思う皆さんに、イスラームや中東にかんする基本的

な知識を授けます。そして、ときには海外からのゲストを交えてゼミを行いますが、臆することなく付

き合ってほしいと思います。皆さんに感じて欲しいことがあって、このゼミをします。ぜひ、主体的に

参加してください。 

 

授業内容 

【3年生】 

〈春期〉 

・卒業論文作成までの手順を知り、研究のための工具類や基本的な研究文献を把握する。 

・研究や研究論文とは何かを知るために、日本語や英語で研究紹介の文献を講読する。 

・卒業論文で対象とする地域・時代を定めるため、広く中東・イスラーム関連の文献を読み、幅広い知

識を身につける。 

〈秋期〉 

・卒業論文で扱う地域と時代の大枠を定める。それによって、使用する言語をおおかた確定する。 

・中東・イスラームに関する英語・日本語の文献を講読する。あるいは(英訳か和訳と並行して)アラビ

ア語のテクストを講読することも考えます。 

 

【4年生】 

〈春期〉 

・卒業論文のテーマを定めて、各自が研究を進めるとともに、ゼミで発表して議論を深める。専門とす

る地域の言語によるテクストに挑戦する。 

〈秋期〉 

担当教員 科目名 

 

佐藤 尚平 

中東・イスラーム文化論ゼミ 

副題：中東社会史からの視座 

 

8 
定員 

 

15名 
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・卒業論文の内容について発表し、議論を深める。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

３・４年生合同で、木曜日３限に行います。ただし、進行状況に応じて、昼休みから開始したり、延

長することもあり得ます。 

 

履修モデル 

これは決して義務ではありませんが、国連公用語でもある「アラビア語」の講義を受講することをお

薦めします。 

 

現地留学 

 このゼミは今年度からですが、この前身となるゼミは、数年間のうちに、トルコ、カタール、クウェ

ート、スペイン、イギリス、ブルネイ、アラブ首長国連邦、パレスチナなどへ留学生を派遣しました。

今年度も引き続き、海外留学や旅行を強く推奨します。 

 

関連 URL 

http://www.waseda.jp/prj-islam/ 

 ゼミに関する情報は HP で発信していますので、頻繁に確認して下さい。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。 ○ 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

以 上 

http://www.waseda.jp/prj-islam/
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授業内容 

【3 年生】 

このゼミでは、イギリス、アイルランドという地理的に近接した地域だけでなく、英連邦諸国、すなわ

ち「大英帝国の旧植民地」という、歴史上で政治的に構築された諸地域を扱い、小説、詩、戯曲、映画、

サブカルチャーなどに表れた国や地域、時代、政治、民俗、思想などを映し出す文化的表象に関する知

識を深めることを目的とする。 

 

【4 年生】 

3 年次のゼミ内容をもとに、各自がさらに関心をもったテーマについて追究し、ゼミ論文にまとめる。そ

こでは、単純に「英語圏文化」とひと言では括り得ないその多様性、特殊性、差異に注目し、同時に普

遍的な側面を特殊事情と見誤ることのないよう、広い視野に立った議論を展開できる思考力を養うこと

が期待される。 

 

シラバス 

【3 年生】英語を第一言語とした（あるいはバイリンガルによる）授業を予定 

3 年次は 4 年次に取り組むことになるゼミ論文の素地を作る大切な年度である。そこで、なるべく網羅的

なテーマに触れられるよう、前期は「通時的」理解を深めるためにイギリス史および英連邦諸国が形成

されるまでの歴史について、後期は「共時的」な視点を養うために、おもに現代社会における文化事象

（文学、芸術、映画、大衆音楽など）について、研究書（洋書）を読み、英語を主言語に発表していく。

さまざまなトピックに触れることで、ゼミ論文のテーマ発掘に役立つだけでなく、日本語とは異なる英

語の文章特有の論理展開を習得する訓練にもなるだろう。 

 

【4 年生】英語によるゼミ論文を完成させたい学生にも対応予定 

前期は、論文を執筆するための姿勢や情報検索（英語および日本語文献）の方法について学ぶ傍ら、学

生は関心のあるテーマに基づいて独自にリサーチを進める。当然ながら、参考文献には英語論文／著書

が数十冊は含まれていなければならない。後期は、ゼミ論文の中間報告を発表形式で行ってゆく。ここ

で期待されることは、ほかの学生の論文内容を批判的に検討し、みずからの論文の論点の置き方と比較

し、さらにディスカッションを通して、各自の論文の質を高めてゆく努力である。 

 

※なお、本ゼミでは、3 年生の授業を「基礎ゼミ」、4 年生の授業を「発展ゼミ」ととらえているため、 

授業は学年別に行う。ただし、後期の 4 年生の授業（ゼミ論文の中間報告会）には 3 年生のオブザー 

バー参加を歓迎する。先輩の発表からゼミ論文について多くを学んでもらいたい。また、夏のゼミ 

合宿や年数回開催される懇親会の場で 3, 4 年生の交流や情報交換の場も持つ予定。とくに、合宿への 

担当教員 科目名 

 

渡辺 愛子 

イギリス・アイルランド・英連邦諸国ゼミ 

副題：多角的な視点から独創的なゼミ論を書こう 
9 

定員 

 

15 名 
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参加は原則、必須であり、サークル・就職活動、アルバイトなどを理由に欠席することはできない。 

教科書 

【3 年生】【4 年生】シラバスあるいは教場で指示する。 

 

参考文献 

【3 年生】 

川北稔・木畑洋一『イギリスの歴史～帝国＝コモンウェルスのあゆみ～』（有斐閣、2000） 

A. J. P. テイラー／都築忠七訳『イギリス現代史 1914-1945』（みすず書房、1987） 

ピーター･クラーク／西沢保ほか訳『イギリス現代史 1900-2000』（名古屋大学出版会、2004） 

 

【4 年生】 

栩木伸明『卒論を書こう～テーマ探しからスタイルまで～』第２版（三修社、2006） 

ジョゼフ・ジバルディ／樋口昌幸ほか訳『ＭＬＡ英語論文の手引』第６版（北星堂書店、2005） 

MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7
th
 edn (New York: The Modern Language Association of America, 

2009) 

 

評価方法 

【3 年生】出席、発表、授業への貢献度、夏季・学年末課題による総合評価 

【4 年生】出席、発表、授業への貢献度、ゼミ論文による総合評価 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】火曜日 4 時限に行う 

【4 年生】火曜日 5 時限に行う(ただし、3 年生の聴講も可能) 

 

ゼミ紹介 

本ゼミ（通称「BIC ゼミ」）では、「知的に楽しい」をモットーに、 

イギリスや英連邦諸国について、さまざまな角度から学んでいき

ます。ただし、「楽しい」は「楽（ラク）」と同義語ではありませ

ん。3 年の基礎ゼミで扱う文献はすべて翻訳なしの英語ですし、

半期に一冊ペースで読了（リサーチ発表は半期に 2

回程度）しますので、英語が苦手な人には相当以

上の努力が要求されます。適当にこなしていれば

なんとかなる、と考えている方は、確実に置いて

行かれます（現に、留年者も出ています）。 

とくに、英語によるリサーチ発表は必須ですので、

覚悟をもって臨んでください。一方で、留学を考

えている方、精読や多読、プレゼン力など英語力

の総合的な向上をめざす「やる気ある」学生さん

には、本ゼミは格好のトレーニングの場であると

いえるでしょう。 
 ＜2017年度夏合宿・懇親会風景＞ 

先輩の進路： 
NHK(２人)、テレビ朝日、日本テレビ、博

報堂、講談社、HIS(２人)、JTB、日立製作

所(２人)、伊藤忠、住友商事、三井物産、

みずほ銀行(３人)、野村総研、KDDI、NTT

コミュニケーションズ、キング・レコード、

大学院（早大政経(２人)）、公務員など 

BIC 生の留学先： 

イギリス、アイルランド、カナ

ダ、アメリカ、オーストラリア、

スペイン、ドイツ、ノルウェー、

インドネシアなど 
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 そもそも、「～～が好き」「××に興味がある」というのは、研究をはじめる大きな動機ではあります

が、重要なのは、それをいかに「批判的に」とらえることができるかということです。ゼミ論文のテー

マや研究方法の設定の自由度が高いので、“他のゼミに興味が引かれない”、“イギリスの音楽とか、サッ

カーとかがわりと好きなのでなんとなく･･･”といった理由では、逆にゼミに入ってからテーマ設定に困

ることになるので注意しましょう。また、近年よく耳にするのは、「英語が好きだから」という志望理由

ですが、これも先行きが心配です。なぜなら、本ゼミでは、英語はあくまでゼミ論のテーマを深く研究

するための「手段」であり、英語を習得することを「目的」にはしていません。本ゼミが扱うことので

きるさまざまな文化事象について、素朴な疑問やマニアックな興味はあるものの、それをどう「論」に

発展させていくのか、どうやって「研究論文」と呼べるものに仕上げていくのかについて、真剣に悩ん

でいたり、あるいは、二年間で学術的な論文を書き上げて自分の大学生活を学業の面でも有意義なもの

にしたいと本気で考えているのだとしたら、本ゼミは、そんな学生さんのモヤモヤを解消します。 

 もっとも、ゼミの内容に関心はあっても、ほかの学生と協調してゼミを盛り上げて行こうという社交

性や、切磋琢磨して自分の能力を高めて行こうという意志がない学生には、やはりこのゼミは向きませ

ん。授業内では、イギリスの伝承童謡やスピーチを暗唱したり、合宿準備を共同で行ったり、何にもま

してゼミ論文執筆に向けての積極的な議論を、ほかのゼミ生と行っていかなければならないからです。

こうしたさまざまな訓練を通して、あなたは、本当の意味で「知ることの楽しさ」を実感できるのです。 

  

みなさん自身の熱意とバイタリティで、新鮮な発見、自由な発言、 

活発な討論ができるような、「知的に楽しい」ゼミにしていきましょう！ 

 

 

（参考・１）2016 年度ゼミ論文題目 

 サッチャリズムの「英国病」への効能 ～精神的アプローチの観点から～ 

 ナショナル・トラストから見るイギリスのナショナリズム     

 イギリスにおける移民、及び「移民問題」の論拠の計数的検証 

 イギリスは国内のムスリムとどのように共存していくべきか ～衣食における文化の衝突から共存の可能性を探る～ 

 ハニフォード事件から見るイギリスの多文化主義報道    

 現代イギリスにおけるキリスト教 ～多文化社会の中での宗教の将来～ 

 イギリスが国際政治で果たしているグローバルな役割を考える ～イギリス外交政策とその目的の変遷を考察して～ 

 イギリス国内の対ヨーロッパ政治の中にみる Brexit    

 日本におけるハーフ(mixed)の人々のアイデンティティのゆくえ      

 日英の働く女性の姿 ～育児と仕事の両立から見える課題～     

 創造都市における歴史的建造物の意義 ～横浜 BankART1929 とリバプール Metal のアートスペースを通して～  

 J リーグとプレミアリーグの比較から読む日英のサッカービジネス発展 

 日本カジノ誕生に伴って懸念される社会問題とその解決策 ～ギャンブル依存症・犯罪組織・マネーロンダリングの観点か

ら～  

 ビートルズの曲からみる戦後社会のアイデンティティ形成 ～集団と個の関係性～ 

 イギリスにおける階級制度とパブ ～その歴史の変容と国民生活への影響～ 

 英国におけるコーヒーハウスの発展と日本の喫茶店文化のこれから ～英国のコーヒーハウス文化とジャーナリズムの観

点から～ 

 階級を超えてイギリス人の国民的飲料になった紅茶 ～女性が紅茶の普及において果たした役割～    

 もうひとつの“Winnie the Pooh” ～ディズニー版プーが原作にもたらした変化～ 

 「硫黄島プロジェクト」二部作に見る戦争映画の意義 
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 『蝿の王』テクストに隠された象徴とその解釈       

           

（参考・１-2）2017 年度ゼミ論文題目 

 『わたしを離さないで』におけるコピーとオリジナルの逆転 

 「未来世紀ブラジル」からのイギリス映画 ～イーリングコメディとの比較を通じて ～ 

 アメリカ社会とヒーロー ～アメコミヒーローに⾒るアメリカン・ヒロイズム～ 

 チャリティ大国、英国から学ぶボランティア精神 ～災害国、日本への導入可能性～ 

 日本社会に必要な「多様性」～「ダイバーシティ 2.0」における多様性の定義の抱える課題～ 

 日本における大麻合法化の可能性について 

 日本における LGBT の独自性とその対応の提案      

 サブカルチャーとしての「ゴシック」と「ヴィジュアル系」に関する研究 ～その現状と、ジェンダー的観点からの考察～ 

 肥満予防としての給食改革成果 ～現代のイングランドにおける食生活～ 

 ラシュディ事件の報道から再定義する ～イギリスの高級紙二紙の特徴と新聞が社会に果たす役割～  

  

 

（参考・２）夏のゼミ合宿予定（一泊二日あるいは二泊三日） 

 2019 年度： 9 月 13 日(金)～15 日(日) or 9 月 20 日(金)～22 日(日) 

 2020 年度： 9 月 11 日(金)～13 日(日) or 9 月 18 日(金)～20 日(日) 

 

選考方法 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2年春学期までの成績を参考にする(とくに英語の基礎学力を重視)。 〇 

３ 面接を行う（英語による自己紹介・志望動機の陳述を含む）。 ○ 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） △（三次選考の場合） 

※面接に関する特記事項： 

 一次選考…英語による自己紹介・志望動機(3分程度)が含まれる。それ以降は日本語も可 

 二次選考…上記に加え、踏み込んだ内容の議論が英語で求められる 

 三次選考…面接はすべて英語で行い、志望動機を別途提出すること 
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授業内容 

【3 年生】【4年生】: 

English language policy has always been a controversial issue in many Asian countries which have 

suffered a colonial past. Although they gained political independence but still are struggling with the task 

of nation building. To build their nation, they adopt the language policies which enable them to participate 

in the global economy and international politics. English plays a very important role in these policies. 

Because of economic advantage middle class families want to have the access of English. But many Asian 

countries are facing the most difficult problems of any eductaional systems in the world. The access to 

English language is limited to only to certain class of people. Most people specially in rural areas have no 

practical opportunity to develop significant English skills. English language education is creating class 

division in many Asian countries. In this seminar, you will see how English empowers and privileges elite 

and creates inequalities in the society. 

  

シラバス 

【3 年生】【4年生】 

The focus of this course will be English language education policy in Asia.  You will read several 

articles about the language policy in Asia from which you will have the glimpse of different societies. 

These articles will help you to understand the educational policies, successes, and problems of different 

countries. You will also learn how English language education creates inequalities in the society. This 

course will enable you to understand global realities. 

 

教科書 

【3 年生】【4年生】: Materials will be provided in the classroom 

 

参考文献 

【3 年生】【4年生】: To be announced in the classroom 

 

評価方法 

【3 年生】【4年生】:Assessment will be based on the following aspects: 

:Attendance, Homework, Short tests, Opinion paper, Group projects and report 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】【4年生】: The seminar will be held on period Monday period 5 

 

 

定員 

10 言語・文化・英語教育ゼミ   

副題：Language, Culture, and English Education (LCEE) 

 

科目名 

ホサイン 

タニア 

担当教員 

 

15名 
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履修モデル  

As this is my first time to offer this seminar on model is available. 

 

ゼミ紹介  

You will learn many new or unknown things in this seminar. You will practice reading critically, 

organizing your ideas, and writing clear, concise and academic prose. We will be using readings from 

articles to launch your inquiries. This course examines English language issues at societal and global 

levels. It will discuss the historical context of the global development of English, status of English as a 

first and second language, and issues involving English that are currently developing in and across 

diverse societies. From there, we will be drawing on a variety of media to help us explore these questions. 

Research, and the collection of ideas and materials, will be very important. You will be given the 

opportunity to use your texts from the class and follow interests of your own that will help to explain and 

expand the points that we are making. You will be making reference to film, newspapers, magazines, 

journals, articles, books, and – of course – the Internet. We will learn how to use such reading sources to 

advance our thinking and explanation skills. 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

以上 
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授業内容 

【3年生】(NOTE: The content and format of this seminar has changed from previous years.) The seminar 

will be an introduction to American studies, which is an interdisciplinary field of study focused on 

various aspects of American culture. We will organize our study of America around key topics (many of 

which are overlapping), such as national identity, race and ethnicity, class, gender, sexual orientation, 

disability, globalization, immigration, regionalism, foodways, consumerism, power and authority, 

countercultures, and so on. 

 

【4年生】The main focus of this course is to conduct research and produce the Graduation Thesis. Each 

week, students will conduct research for the graduation thesis and share their research with the other 

students. 

 

シラバス 

【3年生】The seminar will emphasize “active learning,” meaning students are expected to actively 

contribute to the class through participation, discussion based on homework assignments, presentations, 

among other things. The objective is to prepare students for researching and writing the graduation thesis 

in the fourth year. Students will learn how to analyze culture from an academic perspective. They will 

also develop critical thinking, analytical skills, and English-language discussion skills. The course will be 

conducted entirely in English. Students should be prepared to speak in English during class every week. 

 

【4 年生】The class format will be writing workshops. Students should be prepared to speak in 

English during class every week. Students will conduct academic research to prepare them for writing the 

graduation thesis during the fourth year. The course will be conducted entirely in English. 

 

教科書 

【3年生】No textbook is necessary. 

 

【4年生】No textbook is necessary. 

定員 

11 アメリカ文化論ゼミ 

副題：Connections between Japanese and American Cinema 

プログラム：英語圏文化論プログラム 

科目名 

チャン エドワ

ード ケイ 

担当教員 

 

15名 
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評価方法 

【3年生】Evaluation will be based on presentations, class discussions/preparations, a final paper and other 

assignments. 

 

【4年生】Evaluation will be based on class participation, the first draft of the graduation thesis, and other 

assignments. 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

The seminar for both 3
rd

- and 4
th

-year students will be held on Thursdays, 5
th

 period. 

 

【4年生】 

The seminar for both 3
rd

- and 4
th

-year students will be held on Thursdays, 5
th

 period. 

 

ゼミ紹介 

The class will be entirely in English. Students should have strong English reading, writing, and speaking 

skills. Students will also need to have and develop academic research skills. Ability in English is 

especially important for the graduation thesis. 
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選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。 ○ 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容：志望理由書は英語で書いてください。 

 

 

以 上 
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ゼミ紹介 

 このゼミは、日本史、とりわけ文化史の諸問題を広範に探求、議論する場所として、２０１７年度に

新設されました。ここにいう「文化」は、芸術や文学などの狭義に留まらず、特定の社会で共有される

生活様式に含まれる内容全般といたします。時代は古代から現代まで問いませんが、歴史系のゼミとし

て、時系列にそって事象の推移を追求する方法をとっています。シラバス上の時間は金曜５限です。た

だ、発展的、または個別的な指導を６限におこなうことがありますので、受講者は６限を空けておくこ

とをお勧めします。 

大学院進学希望者などには、６限の時間を使用して和製漢文の読解などを基礎から学ぶ機会を提供し、

さらに希望があれば大学院生と合同の研究会を紹介し、より高度な学習意欲に対応します。 

イベントは、年度始めの懇親会（写真）のほか、５月には大相撲観戦、７月には築地市場見学を実施

しました。昨年度の７月にはすみだ北斎美術館訪問をおこなうなど、今後も江戸文化に関わるものを中

心に、受講者の関心にあわせて、適宜実施していく予定です。また、学外の関係者による、日本文化ま

たは就活に関する講演もおこっています。 

このような枠組みのなかで、受講者は極力自由に問題を設定し、発表や議論を通じて考察を深めてい

きます。社会人としても必要な資質である論理的な思考力を養うとともに、学問としての歴史学の方法

論に触れ、論文の完成を目指します。 

 

授業内容 

【3年生】 

 日本文化史の基礎的な方法を習得し、各自の問題関心を明確化していきます。後者は、簡単な研究発

表を通じて醸成し、短い文章を書いてみることで論文の文体に触れます。前者は、歴史学の基本的情報

源である研究文献と史料について学びます。また、津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』

を毎週約５ページずつ読み進めることで、文化史への認識を深めます。 

【4年生】 

 ゼミ論文完成にむけて、３年次の研究発表を文章化し、論文執筆にあたっての留意点や、論理的に思

考を深化させていく過程を具体的に学びます。また、条件が許せば、学内外の関係者を招き、あるいは

関係施設を訪問することで、江戸を中心とした日本文化に接する機会を提供します。 

 

シラバス 

【3年生】 

春期：前半は、まずは発声練習として、自己紹介と津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』

に関する簡単なまとめを発表します。後半は歴史学の基礎となる「史料」について、参考文献を発表

形式で輪読することで理解を深めるとともに、論文にする課題を模索していきます。 

秋期：夏季休暇中に各自の研究関心を確定させます。秋期には、関係する研究史をまとめ、文章化して

発表し、論文執筆の基礎とします。可能であれば、論文全体の構成を提示し、関連する原典史料情報

定員 

12 日本文化史ゼミ 

科目名 

 

伊川 健二 

担当教員 

 

15名 
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を収集、読解を進めます。 

【4年生】 

春期：ゼミ論文の全体構成をイメージし、とりわけ、そのなかで独自性を形成する論点について発表を

します。 

秋期：ゼミ論文の全体構成を確定させ、構想発表をおこないます。論文（８００字×２５枚以上）執筆

を具体化させ、その過程で生じる諸問題を、個別指導を中心に検討し、論文の仕上げを支援します。 

 

教科書 

【3年生】 

日本史史料研究会(監修)、苅米一志(著)『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』（吉川弘文館、２

０１５年） 

五味文彦・杉森哲也(編著)『日本史史料論』（放送大学教育振興会、２０１５年） 

津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究（１～８）』（岩波文庫版、１９７７～７８年） 

【4年生】 

特にありません。 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

授業への貢献度（報告内容、発言、出席。とくに前二者）によ

り総合的に評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】【4年生】 

金曜日５時限におこないます。ただし、６限に個別的もしくは発展的な授業をおこなうことがありえま

すので、５限６限の両方の時間を空けておくことが望まれます。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。  

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

 

以 上 
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授業内容 

【3 年生】 

 なぜ二つの世界大戦はヨーロッパで始まったのでしょうか？ なぜ近現代ヨーロッパの人びとは国民

や民族（ネイション）のために命を賭してまで戦いあえたのでしょうか？ このような問いをたてるとき、

必ず議論となるのが、そもそもヨーロッパの国民/民族は太古の昔から存在する共同体なのかどうか、あ

るいは、近代以降に創られた人工物なのかどうか、という論題です。現在の学説はふたつに割れていま

す。前者は、国民/民族の起源を古代に置き血縁的・社会的連続性を重視する「原初論系本質主義」です。

後者は、18 世紀の産業革命に際して国民/民族が構築ないしは捏造されたと理解する「近代論系構築主義」

です。 

近現代ヨーロッパ史研究において最大のテーマの一つとされる、近代国民/民族とそのナショナリズム

の根源に関する研究方法（主にＥ・ゲルナー、Ｂ・アンダーソン、Ｅ・ホブズボーム、Ａ・スミスの学

説）を学び、近世後期以降のヨーロッパ文化を考察する際に必要な観点や諸学説の整理の仕方など、総

合的な分析力を高めます。 

 

【4 年生】 

 1980 年代以降のヨーロッパ・ナショナリズム研究は、近代論（modernization theory）と原初論

（primordialism theory）ないしはエスノ象徴主義（ethnosymbolism）という図式のもとで論争が繰り広げ

られ、文化人類学・社会人類学・民族学・政治学・社会学・歴史学の領域を超えて世界レベルで深化し

ました。なかでも「近代論系構築主義」の文化研究には、カルチュラル・スタディーズやポストコロニ

アル・スタディーズも加わり、2010 年前後まで国民国家に関する論壇は活況を呈していたのです。しか

し現在では、こうした盛況もいささか昔日のものとなりました。なによりも注視しなければならないの

は、原初論・近代論ともに理論的な限界が指摘されはじめていることです。 

本ゼミでは、両学説の内実を詳細に検証し、その利点と問題点を史料分析も交えながら把握します。

これによって、文献を解読する際に必要な実証力や諸学説の整理の仕方など、総合的な研究力をさらに

高めます。そのうえで、ナショナリズムのほか、愛国主義・自民族中心主義・排他主義・難民問題・移

民問題・地域主義・EU の今後まで考えていきましょう。 

 

シラバス 

【3 年生】 

◎到達目標 

ヨーロッパ近現代史に関する日本語・欧語の著書や論文が、はたして原初論に依拠して書かれている

のか、それとも近代論に基づき書かれているのか、しっかりと読解できるようになること。 

【4 年生】 

◎到達目標 

学説整理のうえでナショナリズムに関する実証的な論文を書くことができるようになること。簡潔で

定員 

13 ヨーロッパ文化論ゼミ 

副題：現代ヨーロッパのナショナリズムの根源を探る 

プログラム：ヨーロッパ文化 

科目名 

 

中澤 達哉 

 

担当教員 

 

15名 
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的確なプレゼンテーションができるようになること。 

 

参考文献 

【3 年生】【4 年生】 

・E.Gellner, Nations and Nationalism, Oxford, 1983.（E.ゲルナー著／加藤節監訳『民族とナショナリズム』

岩波書店、2000 年） 

・B.Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London – New York, 

1983（B・アンダーソン著／白石さや・白石隆訳『増補 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行』

NTT 出版、1997 年） 

・E.Hobsbawm (ed.), The Invention of Tradition, Cambridge, 1983（E・J・ホブズボーム他著／前川啓治・梶 

原景昭訳『創られた伝統』紀伊国屋書店、1992 年） 

・A.D.Smith, The Ethnic Origins of Nations, Cambridge, 1984（A・D・スミス著／巣山靖司他訳『ネイション

とエスニシティー―歴史社会学的考察』名古屋大学出版会、1999 年） 

・大澤真幸『ナショナリズム論の名著 50』平凡社、2002 年。 

・中澤達哉「ネイション・ナショナリズム研究の現状と課題」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第 47

輯第 4 分冊、2002 年。 

・中澤達哉「国民国家論以後の国家史・社会史研究―構築主義の動態化・歴史化にむけて」、歴史学研究

会編『第 4 次現代歴史学の成果と課題』（第 2 巻「世界史像の再構成」）積文堂出版、2017 年。 

 

評価方法 

【3 年生】【4 年生】 

成績評価は、下記の各項目（修学態度と毎回のリアクション・ペーパーおよび学期末レポート）を踏

まえた総合評価とします。いずれも、上記「授業の到達目標」の達成度をみることを目的としています。 

1.授業内容を理解し、質問などを通して、授業に積極的に参加している（20％）。 

2.リアクション・ペーパーにおいて到達度を文章に表現することができる（10％）。 

3.正確かつ論理的なレポートを作成することができる（70％）。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】【4 年生】 

2 学年合同で火曜 3 時限に行います。 

 

ゼミ紹介 

 昨年からゼミを開講しました。ナショナリズム（国民主義、民族主義）、愛国主義、ナチズム（ネオナ

チ含む）、難民、移民、マイノリティなどの、近現代の国際問題とその歴史に関心のある人の積極的な参

加を希望しますが、ナショナリズムに限らず、ひろくヨーロッパ文化に関心をもっている人も歓迎しま

す。 

 皆さんの参考のため、これまで指導したことのあるゼミ論文や卒業論文は、おもに以下の近世〜現代

ヨーロッパ史です。たとえば、イングランドにおける女性の王位継承、選挙王政と世襲王政、フランス

革命と絶対王政、ジャコバン主義、魔女狩り、神聖ローマ帝国とハプスブルク帝国の紋章、ハプスブル

ク帝国の民族問題、マリー・アントワネットとマリア・テレジア、現代スペインの言語政策、フリード
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リヒ 2 世の軍制改革、グリム童話とロマン主義ナショナリズム、ハンガリーとオスマン帝国、東欧にお

けるナショナル・シンボルの誕生、ロックンロールの誕生、ウィーンのカフェ、第一次世界大戦と帝国

主義、ナチス・ドイツのホロコースト、戦後日欧歴史教科書比較、戦後ドイツのユダヤ人、シリア難民

問題と EU、など。 

 なお、春学期のゼミは、皆さんの関心に応じていくつかのサブゼミに分けます。現在、「イギリス・

サブゼミ」「フランス・サブゼミ」「ドイツ・サブゼミ」「イタリア・サブゼミ」「スペイン・サブゼ

ミ」があります（将来的には、「東欧・サブゼミ」や「北欧・サブゼミ」も設置可能です）。各サブゼ

ミは 3～6名いて、ひとつのテーマを共同で分析し、春学期に 3 回発表をしてもらいます。その成果をも

とに、秋学期には個々人にわかれ、ゼミ論のテーマを考えていきます。ゼミ論を考える最初の機会が国

内の夏合宿です。合宿は春にもありますが、現在は外国での合宿も検討中です。懇親会も盛り上がる明

るいゼミです。 

 

  

 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ◯ 

２ 2年春学期までの成績を参考にする。 ◯ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

 

 

以 上 
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Zemi Description / ゼミ紹介 

 

Diversity has become a key theme in the study of Japanese culture in recent years across disciplines. In this zemi, 

students will reexamine various aspects of Japanese culture through the umbrella theme of diversity, exploring 

areas of study such as literature, film, art, history, contemporary society, media, and subculture. The zemi seeks to 

complicate the view of Japanese culture and tradition as exclusively unique and uniform, and instead aims to 

uncover the complexity of connections with other cultures and traditions. Furthermore, students will learn to 

challenge the myth of Japan as a monolingual and homogeneous country, and discover instead a heterogeneous and 

culturally diverse Japan, consisting of a wide range of multilingual, multicultural, and multiethnic communities. 

 

In Year One, students will read and discuss key scholarly works on diversity and multiculturalism, and gain a 

crucial understanding of the themes explored in this zemi. Students will be expected to choose their zemi thesis 

topic by the end of Year One. In Year Two, students will focus on their own research topics and ultimately write 

their graduation thesis. Through individual and collaborative group work, students will learn from their classmates 

and dig deeper into exploring their own topics from interdisciplinary and global perspectives.  

 

While in-class activities will involve reading and discussing important scholarly sources, the zemi also encourages 

students to explore the theme of diversity in contemporary society by venturing out into the real world. There will 

be various excursions outside of the classroom throughout the year, such as field trips, cultural events, symposiums, 

site visits, and so on. Students will also have opportunities to interact with students and scholars from overseas 

universities and organizations. As JCulP grows older, we will invite our senpai alumni to come visit and share their 

experiences on their life and career post-JCulP.  

 

The zemi itself invites a “diverse” approach to the graduation thesis, so students should feel encouraged to explore 

unique and creative topics that go beyond Japanese culture to incorporate comparative and global perspectives.  

 

< Example Approaches > 

- Cultural diversity 

- Linguistic diversity 

- Gender diversity 

- Ethnic diversity 

- LGBTQ diversity  

 

< Example Thesis Topics > 

定員 

14 Seminar on Diversity in Japanese Culture 

Program : Global Studies in Japanese Cultures Program (JCulP) 

科目名 

YOSHIO, Hitomi 

/ 由尾 瞳 

担当教員 

 

15 students 
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- Representations of “Others” in Japanese cinema / literature / music / anime / media 

- Multiculturalism and alienation in contemporary Japanese society (as seen through literature / film / manga 

/ media / popular music) 

- Who are “Ordinary People”?: Depicting happiness in Japanese TV drama  

- Minority voices in Japanese literature and film: Okinawa, Zainichi Korean, and Buraku culture 

- Study of dialects in Japanese fiction and translation 

- Politics of the feminine: An analysis of Japanese female celebrities and comedians 

- "Desperate housewives" in modern Japanese fiction 

- Reception and adaptation of foreign children’s stories in Japan  

- In search of transnational culture: A study of international schools in Japan  

- Half or Double?: Identity issues of multiracial Japanese youths 

- “#MeToo” movement in Japan and the U.S. as seen in the media  

- From Benihana to Ippudo: A critical study of the historical trends of Japanese food culture in the U.S.  

- Critically examining the representations of “Cool Japan” in the domestic and international media  

- Marketing “diversity” in the Tokyo 2020 Summer Olympics  

- A study of multilingualism through Tokyo’s Linguistic Landscape  

 

Creative project option:  

Students may take a creative project option for their zemi thesis, as long as it is accompanied by a substantial and 

critical written component. Example: Documentary, short story, memoir, photography.  

 

Language:  

You will be expected to write your zemi thesis in English. However, you are encouraged to conduct research in 

multiple languages (including Japanese) to prepare for your thesis.  

 

Course Content / 授業内容 

 

【 Year One 】- 3rd year JS, 2nd-3rd year OS 

Year One of the zemi will be a preparation period to write a graduation thesis during Year Two. Emphasis will be 

placed on working collaboratively to explore shared topics together with your classmates. Students will be expected 

to choose their zemi thesis topics by the end of Year One.  

 

- Read and acquire familiarity with important scholarly works to understand key issues of the zemi.  

- Explore a range of topics and methodology in preparation for choosing a zemi thesis topic.  

- Work collaboratively and develop individual and group presentation skills.  

 

【 Year Two 】- 4th year JS, 3rd-4th year OS  

In Year Two, students will delve into researching their chosen topics and writing their zemi theses. Students will 

give presentations on their progress, and give and receive feedback to and from their classmates. Year Two students 

will also be paired with Year One students to give encouragement and advice on their progress. 
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- Design and implement an effective writing plan to produce a zemi thesis. 

- Find relevant secondary sources, and interpret and incorporate them in their own writing. 

- Effectively use digital technology and resources to present the zemi thesis to the class. 

- Draft, edit, peer-review, and polish a zemi thesis. 

 

Textbook / 教科書 

Readings will be assigned in class.  

 

References / 参考文献 

TBA 

 

Grades / 評価方法 

Final grades will be determined through multiple factors, such as attendance, class participation, presentations, and 

written assignments.  

 

Class Day & Period / 授業実施曜日・時限（予定） 

 

Spring Quarter: Mondays 3rd Period & Thursdays 3rd Period 

Summer Quarter: No regular meetings 

Fall Semester (Fall Quarter + Winter Quarter): Tuesdays 3rd Period  

 

* The zemi will be offered as a combined class for Year One and Year Two students. The class time may be 

extended depending on the class activity, so please keep your schedule open during the 4th period. 

 

* Although there will be no regular class hours during the Summer Quarter, students will be expected to take part in 

various activities (e.g. Summer Retreat, excursion with students from overseas universities).  

 

Selection Method / 選考方法  

- Zemi application essay (* English) 

- GPA up to the Spring semester of the 2nd year (JS) or 1st year (OS) 
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Zemi Description / ゼミ紹介 

In this zemi, we approach classical to contemporary Japanese culture from a global perspective, through aspects of 

performance and performing arts. “Performing arts” here are not limited to only performing arts in a narrow 

sense, such as Japanese theater, film, dance, music, festivals, etc., but also include literature, religion, folklore, art, 

history, thought, customs, and contemporary society, if considered through the concept of performance. For 

example, folklore could be approached from the perspective of oral storytelling and communal productions and 

rituals. We could approach each topic from the perspective of the performer, the audience, or both. Students will 

learn to incorporate various modes of media in their research, and are encouraged to set their own topics relatively 

freely in relation to the theme of performance. We welcome students with diverse interests who will stimulate each 

other throughout the two years of zemi. 

 

Course Content / 授業内容 

Third year students will focus on reading together basic primary and secondary works of the related topic in order 

to acquire basic knowledge and research methodology, and to find their own theme for the thesis. The fourth year 

students will explore and deepen their own themes through presentations and discussions, and will ultimately write 

an English graduation thesis in the end. 

 

 

Textbook / 教科書 

No textbook is necessary. 

 

References / 参考文献 

References will be provided in class. 

 

Grades / 評価方法 

Evaluation will be based on class participations, discussions, presentations, and written assignments. 

 

Related URL /関連 URL 

N/A 

Class Day & Period / 授業実施曜日・時限（予定） 

【3rd grade】 

This is the first year of our zemi, so we only have third year students. We will meet second periods on Tuesdays and 

Fridays for the Spring Quarter, and third periods on Mondays for the Fall Semester. 

定員 

15 Seminar on Performing Arts Culture in Japan  

Program : Global Studies in Japanese Culture Program (JCulP) 

科目名 

TAKAI, Shiho 

/ 高井詩穂 

 

担当教員 

 

15 students 
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Selection Method / 選考方法  

- Zemi application essay (* English) 

- GPA up to the Spring semester of the 2nd year (JS) or 1st year (OS) 
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Course Content / 授業内容 

【3rd grade】This seminar will offer a space for students to explore popular culture and 

its expression in various media through Japanese history. Students will be encouraged to 

think not only about the formal features of Japanese popular fiction, music, manga, video 

games, etc., but also about their social and historical implications, as well as their 

role in the modern global circulation of ideas and entertainment. 

 

【4rd grade】N/A 

 

Syllabus / シラバス 

【3rd grade】Students will learn the skills necessary to produce complex analyses of Japanese 

popular culture and media. Class will be discussion-based, and everybody is expected to participate 

actively. There will be reading and writing assignments for every session. Materials will include 

general methodological texts on the study of popular culture and media, as well as specific case 

studies chosen based on the particular interests of the participants. 

 

【4rd grade】N/A 

 

Textbook / 教科書 

【3rd grade】No textbook necessary. 

 

【4rd grade】N/A 

 

References / 参考文献 

【3rd grade】Will be given in class. 

 

【4rd grade】N/A 

 

Grades / 評価方法 

【3rd grade】Evaluation will be based on attendance, participation, presentations, and written 

assignments. 

 

【4rd grade】N/A 

 

Related URL /関連 URL Will be given in class. 

定員 

16 Seminar on Japanese Popular Culture and Media 

Program : JCulP 

科目名 

PITARCH, Pau 

/ピタルク パウ 

 

担当教員 

 

15 students 
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Course Content / 授業内容 

【3rd grade】Spring Quarter: Tuesdays and Fridays, 3rd period 

Fall Semester: Mondays, 2nd period 

 

【4rd grade】N/A 

 

Zemi Description / ゼミ紹介 

This seminar is open to anybody who wants to write a graduation thesis on any topic related to 

Japanese popular culture and/or media. There is no particular chronological restriction, so your 

research does not necessarily have to be focused on contemporary texts. As long as you are 

interested in thinking about the connections between culture and media, you can explore anything 

from Heian emaki to Edo kusazōshi, Taishō children’s literature or 21st-century video games. 

Comparative approaches within East Asia or a global context are also very welcome. I am looking 

forward to learning together with you! 

 

Selection Method / 選考方法  

- Zemi application essay (* English) 

- GPA up to the Spring semester of the 2nd year (JS) or 1st year (OS) 

 


