
学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０１ 学際領域演習 I (岡本暁子)

春学期 ３年以上：２単位 岡本 暁子

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

行動生態学

授業概要
Course Outline

ヒトを含む地球上の生き物は、何千万年何億年という時間をかけて変化し、まわりの環境に適応してきた。

行動生態学は、生物の行動と生態の進化に関わるさまざまな問題を扱う分野である。本演習では、行動生態

学の基本的な知見を習得し、特定の生物もしくはトピックについての研究をする準備をすすめる。

授業の到達目標
Objectives

行動生態学の基本的な知見を習得し、特定の生物もしくはトピックについての研究をする準備をする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

指定されたテキストの予習復習をする。

授業計画
Course Schedule

第１回は演習のガイダンスを実施する。その後の回は、演習参加者による報告と討論、資料を参照しなが

らの討論などをおこなう。

教 科 書
Textbooks

第１回目の演習時に提示する。

参考文献
Reference Books

演習中に適宜紹介する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 期末の発表とそのまとめを評価する。

平常点評価
Class Participation 50％

演習への出席、課題の達成度、討論への取り組みなどを、総合的に評価

する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０２ 学際領域演習 I (岡山茂)

春学期 ３年以上：２単位 岡山 茂

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

フランスの政治と文学（1848-1945）

授業概要
Course Outline

２月革命から第二次世界大戦終了までのフランスの文学者（詩人、作家、知識人）の政治参加と文学の関係

について考えます。この時代のフランスの文学者たちの政治参加について知ることは、21世紀前半を生きる

われわれにも迂遠なことではありません。またこの時期はフランスの近代にとって決定的な時期でもありま

す。気になる文学者、あるいは時代のトピック（２月革命、ドレフュス事件、政教分離法、第一次世界大戦な

ど）を選んで、自分のゼミ論文へとつなげてください。授業ではそのイニシエーションとして、①フロベー

ル、ボードレールと２月革命、②ランボー、ヴェルレーヌとパリ・コミューヌ、③ゾラ、マラルメと第３共和

政、④ペギー、プルーストと第１次世界大戦、などの話をします。

授業の到達目標
Objectives

文学者たちが当時の政治的状況とどのように向き合っていたかを知るには、彼らが残した言葉を読むしか

ありません。しかしよく耳を澄ますと、彼らが生きた時代に生じていたさまざまな「不協和音」がテキストの

向こうから聞こえてきます。時代のきしみのようなその「音」を聴きながら、われわれは当時の政治体制や学

校などの制度、さらには文学者たちの生い立ちについて調べることになります。作品とは何か、文学は何か、

時代を生きるとはどういうことかについて、自分なりに納得のいくまで考えられるようになってください。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

取り上げられたテキストを読んでみる。自ら読むべきテキストを探す。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

ゼミの進め方と講義の概要について説明します。

第２回：フロベールとボードレール その１

ロマン主義からモデルニテへ。詩と小説。

第３回：フロベールとボードレール その２

２月革命と６月蜂起。政治と文学。

第４回：フロベールとボードレール その３

第２帝政とスキャンダル。批評と文学。

第５回：ランボーとヴェルレーヌ その１

地方とパリ。パリ・コミューヌ。詩人たちの出会い。パルナシアン､デカダン､サンボリスト。

第６回：ランボーとヴェルレーヌ その２

自然という女性。ジャーナリズムの外へ。

第７回：ゾラとマラルメ その１

マネの「象徴革命」。マネ、ゾラ、マラルメ。

第８回：ゾラとマラルメ その２

「詩句の危機」とドレフュス事件。

第９回：ゾラとマラルメその３

「音楽と文芸」「禁域」。ワーグナーの音楽、イングランドの大学。

第10回：ペギーとプルースト その１

ペギーと高等師範学校、ドレフュス派としてのプルースト、「失われた時を求めて」。

第11回：ペギーとプルースト その２

マラルメとカトリシズム。政教分離法、ペギーとプルーストの反応。

第12回：ペギーとプルースト その３
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第１次世界大戦。前線のペギーと銃後のプルースト。

第13回：議論 その１

発表と議論。

第14回：議論 その２

発表と議論。

第15回：議論 その３

発表と議論。

教 科 書
Textbooks

テキストはプリントで配ります。

参考文献
Reference Books

岡山茂、『ハムレットの大学』（新評論、2014）

その他は教室で紹介します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験はやりません。

レポート
Papers 50％

自分が関心をもったテーマについて2000字から4000字程度のレポート

を書く。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席と教室での発表を評価します。

そ の 他
Others 0％ とくになし。

備考・関連URL
Note・URL

１．第２外国語にフランス語を選択しなかった人も受講できます（テキストは翻訳を用います）。

２．2020年度秋学期（学際領域演習Ⅱ）と2021年度春学期（学際領域演習Ⅲ）は岡山が特別研究期間のため授

業はありません。メールでのレポート添削、個人面談、集中講義を行います。

３．授業は４年生と合同で行います。４年生のゼミの時間帯(火曜日５限）を空けておいてください。
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０３ 学際領域演習 I (荻野静男)

春学期 ３年以上：２単位 荻野 静男

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

オペラ／バレエ／音楽劇研究の現在―ヨーロッパ文化史におけるオペラ／バレエ／音楽劇ならびに現代に

おけるその上演

授業概要
Course Outline

オペラ／バレエ／音楽劇は昔から欧州で愛好されてきた芸術ジャンルです。わが国においても新国立劇場

等のオペラ劇場の竣工以降、ヨーロッパと同様の上演・観劇環境が整いつつあります。オペラ／音楽劇への

関心は年々高まり、今日ではテレビ・コマーシャルなどにもオペラのアリアが使用されるほどになりました。

こうした状況を見ると、浅草オペラや宝塚歌劇なども通じて、わが国でもオペラが大衆的レベルにかなり浸

透していることがわかります。

本演習では比較的入手しやすい日本語文献を使用し、ディスカッションを行います。学術的価値があり、

議論に値するしっかりした本を厳選します。これを輪読・議論することを通じ、オペラの歴史的把握を試み

ます。もって17～20世紀のヨーロッパ文化史を概観することができればと考えています。 また授業の際には

関連のオペラ／バレエ／音楽劇を適宜DVD、Blu-ray、Youtube等で視聴したり、該当する楽譜や台本も参考に

してその演出の歴史を概観するとともに、現代における上演について考察を試みます。

また能や歌舞伎などの伝統的音楽劇や、森鴎外・坪内逍遙作の日本語オペラ、さらには寺山修司の音楽劇に

ついても可能な限りゼミにおいて言及します。こうした日本の音楽劇に関心のある学生も、本演習に積極的

に参加してもらいたい。もちろん学期末レポートをこのテーマで書いても構いません。

なお学期中に少なくとも一度は新国立劇場、東京文化会館、東京宝塚劇場、国立劇場、国立能楽堂、歌舞伎

座などにゼミで出かけ、オペラやバレエ、オペレッタ、ミュージカル等の舞台を観劇できれば、と思っていま

す。

授業の到達目標
Objectives

１. オペラ／バレエ／音楽劇の文化史的把握

２. 現実の政治的コンテクストにおいてオペラ／バレエ／音楽劇を理解できるようになる

３. 文学、演劇学、舞踊学、映画学などの関連分野とも縦横に行き来し、学際的研究ができるようになる

４. オペラ／バレエ／音楽劇を好きになること

５．日本の伝統的音楽劇にも興味を持つようになる

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

教科書や参考文献を読みながら、各自Youtubeなどで舞台映像を視聴し、オペラ／バレエ（ダンス）／音楽

劇（オペレッタ、ミュージカル等）の作品に親しむようにする。なお中央図書館や演劇博物館の図書室には

DVDやビデオ、ブルーレイなどの映像資料も所蔵されているので、こうした資料を積極的に活用してもらいた

い。

みずから新国立劇場や東京文化会館、宝塚劇場などに赴き、オペラ／バレエ／音楽劇の実際の舞台に接す

る。

早稲田大学オペラ／音楽劇研究所との交流：学内の本研究所との交流を深め、月例研究会やシンポジウム、

ワークショップなどに積極的に参加し、多様かつ最新の研究成果に接することにより、視野の拡大ならびに

新鮮な研究感覚の獲得に努める。オペラ／音楽劇研究所については次のサイトを参照されたい：

https://www.waseda.jp/inst/cro/other/2018/03/31/3206/及びhttp://www.waseda.jp/prj-opera-mt/
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授業計画
Course Schedule

2019年度の冬クオーターにおいて使用した教科書の続き部分を輪読しつつ、バレエに関する議論を深めて

行く。発表担当者の分担表は2020年度春学期開始までには、メール添付で受講者宛に送付する。担当者はあ

らかじめ責任をもって発表の準備を行い、授業において担当箇所のプレゼンを行うことになる。バレエの教

科書終了後は、オペラ史関連の教科書の輪読に入り、オペラについての議論を進める予定である。

教 科 書
Textbooks

バレエ：

鈴木晶『バレエへの招待』筑摩書房（2002年９月）1200円

鈴木晶『バレエ誕生』新書館（2002年４月）3200円

鈴木晶『バレリーナの肖像』新書館（2008年６月）2800円

オペラ：

岡田暁生著『オペラの運命』中公新書2001年４月(740円）

岡田暁生『オペラの終焉―リヒャルト・シュトラウスと〈バラの騎士〉の夢』ちくま学芸文庫2013年12月

（1300円）

森岡実穂『オペラハウスから世界を見る』中央大学出版部2013年３月（780円）

澤田肇『フランス・オペラの魅惑―舞台芸術論のための覚え書き』上智大学出版2013年３月（1905円）

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック［１・２］イタリア・オペラ上・下』各1900円

今学期はまず2019年度冬クォーターのプレゼミで使用したものを引続き用いる。その終了後は受講生とも

相談のうえ、本欄記載の書籍のいずれかを教科書として使用予定。

（なお上記教科書は別のものに変更される場合もあります。）

参考文献
Reference Books

バレエ関係：

芳賀直子『ビジュアル版 バレエ・ヒストリー バレエ誕生からバレエ・リュスまで』世界文化社2014年

（2200円）

守山実花 監修『鑑賞者のためのバレエ・ガイド』音楽之友社2003年（1600円）

オペラ関係：

エルマンノ・アリエンティ『作詞法の基本とイタリア・オペラの台本―より正しく理解するために』東京藝

術大学出版会2016年(2000円）

岡田暁生『西洋音楽史―「クラシック」の黄昏』中公新書1816、2005年10月(780円)

岡田暁生『音楽の聴き方―聴く型と趣味を語る言葉』中公新書2009、2009年６月（780円）

丸本隆・荻野静男他編『キーワードで読むオペラ／音楽劇研究ハンドブック』アルテスパブリッシング2017

年４月(5184円)

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック ドイツ・オペラ上・下』各2200円

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック［５］フランス＆ロシア・オペラ＋オペレッタ』1900円

その他教場にて適宜指示する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は実施しません。

レポート
Papers 65％

学期末に4,000～8,000字程度のレポート提出。テーマは参加者各自の

関心に応じて選択。評価基準は以下のとおり。

1. 内容の充実度 2. 文章力 3. 構成力

平常点評価
Class Participation 20％

授業への貢献度による。ゼミへの積極的な参加姿勢の重視。

1. 討論への参加度 2. 発言内容

恒常的出席を単位授与の基本原則とする

そ の 他
Others 15％ 出席
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備考・関連URL
Note・URL

以下、参考までに研究関連のURLおよび世界の主要劇場のHPをあげておきます。これ以外にもオペラ／バレ

エ／音楽劇関係のサイトは多数ありますので、各自積極的にインターネットや雑誌等で調べてください。

http://opera-and-music-theatre.jimdo.com/

http://www.waseda.jp/prj-opera-mt/index.html

https://twitter.com/operaexpress

https://www.nntt.jac.go.jp/https://www.wiener-staatsoper.at/https://www.operadeparis.fr/en

http://www.metopera.org/

http://www.teatroallascala.org/en/index.html

https://www.deutscheoperberlin.de/
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０４ 学際領域演習 I (ブロッソーシルヴィ)

春学期 ３年以上：２単位 ブロッソー シルヴィ

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

映画研究演習、映画学入門の演習

授業概要
Course Outline

本セミナーは、映画の分析（映画研究、映画学）の入門講座である。

映画はショーであり、楽しみをもたらすものだが、研究の対象ともなりうるものである。

映画は、娯楽のために鑑賞することがほとんどである。映画鑑賞は、いわば「感覚の時」とも言え、感動、

恐怖、喜び、悲しみ、不安、動揺などを体験する時間である。また映画は、ある話、テーマ、（フィクション

上または実在の）人物を、（自然または人工的に作り上げられた）特有の空間において発見する機会であり、

知られざる運命や状況、世界に出会う手段である。映画は、画像と同じく、世界の一つの表象である。した

がって、映画鑑賞は、我々のいる世界、状況、社会について考える機会となる。映画が、常に世界の表象であ

る、としたら、それをどのように読み解けばよいのだろう。またその表象をどのように描写し、理解し、解釈

すればよいのだろう。映画の分析は、これらの質問（何が？どのように？なぜ？）に答えてくれる。映画を分

析することで、より多くのことが理解でき、より多くの知識が得られ、より多くのことに関心が持てるように

なる。

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。具体的な例を用いて、映画分析

を構成する要素について学ぶ。日本語字幕付きの複数の映画を鑑賞し、その一部について詳しく分析する。

映画はかならず意味とメッセージを持ち、時にはイデオロギーをも持つ。映画は型にはまった考え方を見せ

ることもあれば、逆に新たな考えや予想外のイメージを見せることもある。どのように、内容と形式の間の

関係を見つけるか？映画内での、話、メッセージと美学の間の関係はどのようなものか？ある映画について、

歴史的、社会学的、美学的に興味深い点はどこか？一部のイメージについて、興味深い点はどこか？そうした

イメージは、どのような技術と、どのような構成を用いて組織されているか？面白い部分、重要な部分、意味

深い部分はなにか？こうした問題に注目する。

授業の到達目標
Objectives

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。

具体的な例を用いて、映画分析を構成する要素について学ぶ。

日本語字幕付きの複数の映画を鑑賞し、その一部について詳しく分析する。

映画はかならず意味とメッセージを持ち、時にはイデオロギーをも持つ。

映画は型にはまった考え方を見せることもあれば、逆に新たな考えや予想外のイメージを見せることもあ

る。

どのように、内容と形式の間の関係を見つけるか？

映画内での、話、メッセージと美学の間の関係はどのようなものか？

ある映画について、歴史的、社会学的、美学的に興味深い点はどこか？

一部のイメージについて、興味深い点はどこか？そうしたイメージは、どのような技術と、どのような構成

を用いて組織されているか？

面白い部分、重要な部分、意味深い部分はなにか？こうした問題に注目する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。

本セミナーにおいては、特に背景、セット、そして空間と風景の表象、すなわち映画に現れる場所、風景、

そこに用いられた光、色彩といった要素に注目する。アクションが起こる場所はどこか？こうした空間の劇

的な機能はどこにあるのか？映画の中、フィクションの中、話の中における風景の役割はどのようなものか？

風景は、映画の話や、人物、時間、空間を設定するための単なる背景としてだけ存在するのではない。風景

は、ある雰囲気・環境や、感情をもたらすほか、様々な意味、レフェランス（ほかの芸術作品の暗示など）、

象徴といった要素をももたらす。どのような風景がそこにあるのだろうか？どのようにそれを描写すればよ

いか？風景は何を意味しているのだろうか？

本セミナーにおいて、学生各自は、自ら選択し、注意深く鑑賞して分析・研究した映画を紹介する。学生は

自由に映画を選択できる。紹介する映画は製作年代を問わず、日本映画、米国映画、その他の国の映画など、

国籍も問わない。映画分析は、「好き・好きではない」「良い・良くない」といった個人的な意見を超越したも

のである。好きでない映画であっても、大変面白い分析をすることが可能である。

教 科 書
Textbooks

資料のコピーを配る

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験なし

レポート
Papers 40％ 映画分析の論文

平常点評価
Class Participation 60％

発表

出席

参加度

そ の 他
Others 0％ なし

備考・関連URL
Note・URL
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０６ 学際領域演習 I (本野英一)

春学期 ３年以上：２単位 本野 英一

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

中国が揺るがす戦後国際秩序を歴史的観点から考察する

授業概要
Course Outline

第二次世界大戦後、アメリカ主導の下で再建された国際秩序は、中国が1979年に「改革開放」体制移行後、

その経済的影響力、政治的発言力を飛躍的に拡大するに伴って大きく動揺するようになった。それとは対照

的にアメリカの相対的衰退が進行した結果、現在の東アジアは、19世紀末の日清戦争勃発前夜を彷彿とさせ

るような状況になっている。今年のゼミではこうした東アジア情勢認識を踏まえ、日本側、中国側、そしてア

メリカ側という三つの視点から中国の影響力拡大を扱った政治学者、ジャーナリストの著作を読み、現在の

米中対立が、「長期の17世紀」以来徐々に形成されてきた西欧型経済倫理秩序と中国型経済倫理秩序対立の新

局面であること、日本はこの中で如何なる立場を迫られているのかを理解できるようにする。春学期は、朝

日新聞取材班『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』（朝日新聞出版、2019年）を読み終えた後、

胡波（濱口城訳）『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか“新常態”時代の海洋戦略』（富士山出版社、2016年）

を読む。

授業の到達目標
Objectives

経済史入門Aで教えた「長期の17世紀」以降のグローバル経済構造の連続が、現在の米中関係を規定してい

るのだということを理解できるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

参加者は、今年の12月に川奈セミナーハウスで行う合宿形式によるプレゼミ演習で、昨年度からの参加者

が行う新書の合評会に参加し、このゼミの授業要領を予め学んでいただく。そこではテキストに指定された

文献（新書）を読み、内容についてより突っ込んだ疑問点を提起するとはどういうことなのかを具体的に学ん

でいただく。このプレゼミ演習での成果を踏まえ、ここでは上記二冊の教科書を重点的に読むことにする。

さらにそれ以外の文献も積極的に読み込んで、疑問点、問題点を事前に一枚か二枚の紙にまとめ、授業でこれ

を相互に配布し、互いに問題点について討論できるようにしておくこと。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』の前書きと第１章

本演習で読むテキストの解題と授業内容の説明。『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』の前書き

と第１章を事例に、レジュメの作成方法、討論の仕方を教える。

第２回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第２章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第２章「サイバー空間」を読みながら、先進資本

主義諸国の基盤となっている価値観の前提が如何にして脅かされているのかという現状について考える。

第３回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第３章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第３章「開発協力」にもとづき、中国がアフリカ

やラテンアメリカ、南アジアで行っている開発協力政策が及ぼす影響力について考える。

第４回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第４章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第４章「生命科学」を読みながら、最先端科学技

術分野における中国の実力について考える。

第５回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第５章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第５章「メディア」を読み、中国が行っている対

外宣伝工作の実態が、古代以来歴代中国政府が行っている手法を踏襲しているということを確認する。

第６回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第６章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第６章「マネー」を読みながら、国際金融市場へ

の中国の影響力の実態について議論する。
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第７回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第７章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第７章「海洋進出」を読みながら「一帯一路」戦

略を軍事的に支える中国の海洋戦略について議論する。

第８回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』最終章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』最終章「中国流と世界」を読み、改めて中国が世

界の政治経済に及ぼしている影響力について、本書全体の内容について全員で議論する。

第９回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第１章

今回から秋学期前半にかけて新しいテキスト、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』を六回に分けて

読み始める。今回は第１章「中国が描く海洋強国への青写真」を読み、歴代王朝とは異なり、海洋戦略を打ち

出した中国の歴史観、世界観について議論する。

第10回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章「中国近海の地政学的戦略と海洋紛争の解決策」

第１節と第２節を読み、中国が打ち出す海洋戦略が、我が国の安全保障にとって重大な脅威をもたらしかね

ないことの意味、現在が「日清戦争前夜」より遥かに危機的な状況になりかねないことの意味について論じ

る。

第11回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章⑵、第３章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章第３節、第３章第１節を読み、目下アメリカと

の間で対立の争点となった、南シナ海周辺の支配圏をめぐる抗争を中国側の視点から捉え、日本はこれにど

のような形で答えて行かなくてはならなくなったのかを考える。。

第12回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章⑵

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章第２節と第３節を読みながら、アメリカが日本

と並んで、太平洋とインド洋支配の要と位置付けている、インドとオーストラリアに対して中国がどのよう

な思惑で接していこうとしているのかについて考える。

第13回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章⑶、第４章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章第４節と第４章第１節を読みながら、中国と最

長の国境線を有し、かつて核戦争一歩手前まで関係が悪化していたロシアといかなる関係を持とうとしてい

るのか、そして中国が空母を中心とした海軍戦略を正当化する理由は何なのか議論する。

第14回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第４章⑵

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第４章第２節とむすびを読みながら、中国が「海洋大

国」の夢を実現したのち、何をしようとしているのかについて議論する。

第15回：総括討論

春学期に読んできた、テキストの内容に基づき、「改革開放」体制中国が持つ専制主義国家体制の特徴、そし

て日本はこれにどのような形で付き合って行かなくてはならないのかについて、各自の考察をまとめたレ

ポートを提出し、相互に論評する。

教 科 書
Textbooks

朝日新聞取材班『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』（朝日新聞出版、2019年）

胡波（濱口城訳）『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか：“新常態”時代の海洋戦略』（富士山出版社、2016

年）

参考文献
Reference Books

岡本隆司・吉沢誠一郎編『近代中国研究入門』（東京大学出版会、2012年）

岡本隆司『中国経済史』（名古屋大学出版会、2013年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない。

レポート
Papers 50％

第15回目に、書評形式もしくは、独自の論文構想レポートを提出して

もらう。

平常点評価
Class Participation 50％ 毎回授業に先立って提出する疑問点メモの内容を判断する。

そ の 他
Others 0％ 特になし。
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備考・関連URL
Note・URL

私が担当した経済史入門Aの単位取得者、その次が中国語圏（中国大陸、台湾、香港・澳門、シンガポール）

留学経験者を優先的に採用する。それ以外の知識は、アジア経済史、経済学研究の授業で教えるので、授業中

に紹介した文献以外の知識は、この二つの授業を並聴して学んでいただきたい。また、12月に合宿形式で行

うプレ学際領域演習には必ず参加すること。
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０７ 学際領域演習 I (ロペスアルフレド)

春学期 ３年以上：２単位 ロペス アルフレド

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

西洋文学論

授業概要
Course Outline

文学はどう定義すればいいのか？その本質は何であるのか？読者は本を読むということから何が得られる

のか？人間にとってフィクションが必要なのか？ヨーロッパではこのような質問に答えようとする人が、西

洋文化が形成され始めるや否や次々に現れてきました。ギリシャ・ローマ時代からアリストテレス、ホラチ

ウスを中心に文学についての考察は一つの欠かせない要因となっているのは間違いのないことです。18，19

世紀のロマン主義を経て、とくに20世紀以降では人文科学の目覚ましい発展の中で文学論がなくてはならな

い学問として認められるようになりました。

この講義では西洋で文学について考えられたことを紹介しながら本を読むことはどこまで有意義で楽しい

ことなのかを確認して、様々な意味での文学の重要性を強調し、抽象的な考え方を発展させ西洋文化の理解

を深めることを目指します。

授業の到達目標
Objectives

文学の理解を深める。これにより西洋文化をより分かりやすくする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：本講義の目的と概要について説明します。

第２～４回：文学とは何か

第５～14回：アリストテレスの「詩学」

第15回：学生の発表

教 科 書
Textbooks

アリストテレース・ホラティウス 「私学・詩論」 岩波文庫

プレ演習のほうで

内多毅 「現代文学理論入門」 創元社を使用する。
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参考文献
Reference Books

Ｔ．イーグルトン 「文学とは何か」岩波書店

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％ 出席や授業に取り込んだこと、発表を評価する

備考・関連URL
Note・URL
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