
授業科目及び講義概要

日本文化専攻　博士（後期）課程



文学研究科日本文化専攻博士（後期）課程の科目履修について

　博士（後期）課程の科目群は「言語・思想文化科目」と「歴史・環境文化科目」の２分野からなっているが，
科目履修にあたっては「大学院設置基準」の修士課程における教育目的にもとづき，次の原則を考慮すること。

　「専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業に必要な高度の能力」を養うために，指導教授
の論文指導特殊演習 12 単位を必修とする。
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授業科目及び担当者
言語・思想文化科目

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＡ ４ 教授
テレングト アイトル 1 15以降 59

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＢ ４ 教授
テレングト アイトル 2 15以降 59

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＣ ４ 教授
テレングト アイトル 3 15以降 60

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＡ ４ 教授
鈴　木　英　之 1 15以降 60

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＢ ４ 教授
鈴　木　英　之 2 15以降 61

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＣ ４ 教授
鈴　木　英　之 3 15以降 61

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＡ ４ 教授
田　中　　　綾 1 15以降 62

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＢ ４ 教授
田　中　　　綾 2 15以降 62

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＣ ４ 教授
田　中　　　綾 3 15以降 63

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＡ ４ 教授
徳　永　良　次 1 15以降 63

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＢ ４ 教授
徳　永　良　次 2 15以降 64

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＣ ４ 教授
徳　永　良　次 3 15以降 64

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＡ ４ 教授
大　谷　通　順 1 15以降 65

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＢ ４ 教授
大　谷　通　順 2 15以降 65

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＣ ４ 教授
大　谷　通　順 3 15以降 66

［非開講］日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＡ ４ 教授
大　石　和　久 1 15以降 66

［非開講］日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＢ ４ 教授
大　石　和　久 2 15以降 67

［非開講］日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＣ ４ 教授
大　石　和　久 3 15以降 67

授業科目 単位 担当教員 開講年次 対象入学年度 ページ
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授業科目及び担当者
歴史・環境文化科目

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＡ ４ 教授
郡　司　　　淳 １ 15以降 68

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＢ ４ 教授
郡　司　　　淳 ２ 15以降 68

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ ４ 教授
郡　司　　　淳 ３ 15以降 69

論文指導Ⅱ ２ 教授
郡　司　　　淳 ３ 15以降 69

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＡ ４ 教授
手　塚　　　薫 １ 15以降 70

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＢ ４ 教授
手　塚　　　薫 ２ 15以降 70

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＣ ４ 教授
手　塚　　　薫 ３ 15以降 71

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＡ ４ 教授
須　田　一　弘 １ 15以降 71

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＢ ４ 教授
須　田　一　弘 ２ 15以降 72

日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＣ ４ 教授
須　田　一　弘 ３ 15以降 72

授業科目 単位 担当教員 開講年次 対象入学年度 ページ



■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要

　東西の文化的な交渉・移動において、明治日本の史的状況（西学東漸

・西欧受容・言語翻訳・修辞学の創出、美意識の変容・新しい感受性

の創出など）を概観して、日本の写実主義とロマン主義の出発と対峙・挫

折と展開などは、いかに欧米のそれらの影響のもとで行われてきたか、かつ

それらがどのように中国の伝統と現代の影響関係を形作ってきたのかを検

証し、可能な限りシステマティックに理解してもらう。

　上記の目標のもとに，伝統文学と近現代化において形成されてきた文学
と，それぞれ地域・国家の文学の背景と文学潮流・作家の特徴及び作
品の位置づけを把握し，作品のテクスト分析によって，文学（感情・情緒）
の受容・変容・抵抗の有様を分析して，解明して記述する。 

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
テレングト　アイトル日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＡ 4

　修士課程を前提に、その継続としての当博士課程は，比較文学研究とい
う自国文学と外国文学との影響関係と対比し、そのパラダイムにおいて，西
洋と東洋，帝国と植民地，中心と周辺など，またその一方，東洋における日本
と中国、といったような国家・地域をターゲットにして，相互理解の困難な複
数の文学伝統と，前後不同にして近現代化における共通の文学（感情・
情緒）を非同時的に受容し，享受し，産出してきたことを，共通の用語法（文
学理論）によって読み解いていきたい。

●準備学習の内容
授業で配布した資料等は毎回携帯してくること。積極的に考え , 疑問
・質問・ディスカッションをもって講義に取り組むことを望む。そし
てとくに柔軟な発想と厳格な方法論に慣れることを要求する。

●テキスト
テキストなどはその折に指示する。

●参考書
講義中に指示する。

●学生に対する評価
平常点と報告とレポートによる。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　上記の目標のもとに，伝統文学と近現代化において形成されてきた文学
と，それぞれ地域・国家の文学の背景と文学潮流・作家の特徴及び作
品の位置づけを把握し，作品のテクスト分析によって，文学（感情・情緒）
の受容・変容・抵抗の有様を記述する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
テレングト　アイトル日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＢ 4

　今年度も，比較文学研究という自国文学と外国文学との影響関係と対比
関係のパラダイムにおいて，西洋と東洋，帝国と植民地，中心と周辺など，そし
て一方，東洋における日本と中国といった国家・地域をターゲットにして，相互
理解の困難な複数の文学伝統と，前後不同にして近現代化における共通
の文学（感情・情緒）を非同時的に受容し，享受し，産出してきたことを，共通
の用語法・文法（文学理論）によって読み解いていく。

●準備学習の内容
授業で配布した資料等は毎回携帯してくること。積極的に考え , 疑問
・質問・ディスカッションをもって講義に取り組むことを望む。そし
てとくに柔軟な発想と厳格な方法論に慣れることを要求する。

●テキスト
テキストなどはその折に指示する。

●参考書
講義中に指示する。

●学生に対する評価
平常点と，発表とレポートによる。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　東西の文化的な交渉・移動において、明治日本の史的状況（西学東漸

・西欧受容・言語翻訳・修辞学の創出、美意識の変容・新しい感受性

の創出など）を概観して、日本の写実主義とロマン主義の出発と対峙・挫

折と展開などは、いかに欧米のそれらの影響のもとで行われてきたか、かつ

それらがどのように中国の伝統と現代の影響関係を形作ってきたのかを検

証し、可能な限りシステマティックに理解してもらう。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　上記の目標のもとに，伝統文学と近現代化において形成されてきた文学
と，それぞれ地域・国家の文学の背景と文学潮流・作家の特徴及び作
品の位置づけを把握し，作品のテクスト分析によって，文学（感情・情緒）
の受容・変容・抵抗の有様を記述する。 

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
テレングト　アイトル日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＣ 4

　今年度も，比較文学研究という自国文学と外国文学との影響関係と対
比関係のパラダイムにおいて，西洋と東洋，帝国と植民地，中心と周辺など，
そして一方，東洋における日本と中国といった国家・地域をターゲットに，相
互理解の困難な複数の文学伝統と，前後不同にして近現代化における共
通の文学（感情・情緒）を非同時的に受容し，享受し，産出してきたことを，
共通の用語法（文学理論）によって読み解く。

●準備学習の内容

●テキスト
テキストなどはその折に指示する。

●参考書
講義中に指示する。

●学生に対する評価
平常点と，発表とレポートによる。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　東西の文化的な交渉・移動において、明治日本の史的状況（西学東漸

・西欧受容・言語翻訳・修辞学の創出、美意識の変容・新しい感受性

の創出など）を概観して、日本の写実主義とロマン主義の出発と対峙・挫

折と展開などは、いかに欧米のそれらの影響のもとで行われてきたか、かつ

それらがどのように中国の伝統と現代の影響関係を形作ってきたのかを検

証し、可能な限りシステマティックに理解してもらう。

授業で配布した資料等は毎回携帯してくること。積極的に考え , 疑問
・質問・ディスカッションをもって講義に取り組むことを望む。そし
てとくに柔軟な発想と厳格な方法論に慣れることを要求する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
（前期）
４月　修士論文の成果と問題点についての検討
５～６月　博士論文のテーマの策定・先行研究・資料の収集・確認
７月　前期の成果発表と教員による指導

（後期）
９月　夏の成果の発表ならびに博士論文のテーマ策定
１０月～１２月　博士論文のテーマの策定
１～２月　後期の成果発表と教員の指導

●授業の概要
　修士論文の再検討をはじめ、博士論文にふさわしいテーマと研究方法の
策定を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
鈴木　英之日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＡ 4

　博士論文作成のためのテーマ策定、ならびに資料収集を行う。

●準備学習の内容
随時、教員の指導を受けながらテーマ設定を行うこと。

●テキスト
使用しない。

●参考書
受講者のテーマにしたがって適宜指示する。

●学生に対する評価
平常点（受講態度４０％、課題および参加度６０％）
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
（前期）
４月　投稿論文の準備　テーマの策定
５月　資料・文献収集
６月　文献講読
７月　前期の成果発表と教員による指導

（後期）
９～１２月　文献調査と論文の作成
１～２月　投稿論文の作成・指導

●授業の概要
　学術論文の作成方法を学び、実際に執筆・投稿することで博士論文の
基礎とする。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
鈴木　英之日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＢ 4

　学会での口頭発表、学術論文の投稿・発表を行う。

●準備学習の内容
先行研究や学会動向に気を配り、自らの研究の意義について常に考える
こと。

●テキスト
受講者のテーマにしたがって適宜指示する。

●参考書
受講者のテーマにしたがって適宜指示する。

●学生に対する評価
平常点（受講態度４０％、課題および参加度６０％）

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　学生の研究成果について教員が評価と指導を行うことで、学術水準の
高い博士論文を完成させる。

（前期）
４月　博士論文の構想発表と教員の指導
５～６月　博士論文の執筆と・先行研究・資料の収集・確認
７月　前期の成果発表と教員による指導

（後期）
９月　夏の成果の発表ならびに博士論文の執筆状況確認
１０月～１２月　博士論文の執筆・資料の読解
１～２月　博士論文の執筆・完成

●授業の概要
　特殊演習ⅡＡ・ⅡＢでの成果をもとに博士論文完成に向けた指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
鈴木　英之日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅡＣ 4

　博士論文を執筆・完成させる。

●準備学習の内容
先行研究や学会動向に気を配り、自らの研究の意義について常に考える
こと。

●テキスト
指示しない。適宜指示する。 

●参考書
指示しない。適宜指示する。

●学生に対する評価
平常点（受講態度４０％、課題および参加度６０％）
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
４月（修士論文の検討）

５～９月（研究史の整理）

10～２月（先行研究の検討／文学史の整理）

●授業の概要
　修士論文またはこれまでの学修成果を見直し、上記目標の達成のために
先行研究を読み深め、批判的検討を加えてゆく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
田中　綾日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　博士論文執筆に向けてテーマを確定し、関連する文学史年表を整理し
ながら、文献・資料の収集につとめる。

●準備学習の内容
年間計画の作成、関連文献リストの作成。

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点（出席点は含まない）（40%）と、定期的に提出する報告書（60%）に
よって、総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
4 月　前年度の成果と課題

5～ 7月　投稿論文の構成

8～ 11 月　資料調査と先行研究の批判と補足

12 ～ 2月　論文の成果と課題の検証　

●授業の概要
　一年目の成果を踏まえ、博士論文の基礎となる投稿論文（『年報新人文
学』）の執筆をおこなう。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
田中　綾日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文の基礎となる投稿論文を執筆する。

●準備学習の内容
先行研究を精読し、批判的検証と補足をおこなう。　

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点（出席点は含まない）（40%）と、定期的に提出する報告書（60%）に
よって、総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
4 月　前年度の成果と課題

5～ 7月　投稿論文の構成

8～ 11 月　資料調査と先行研究の批判と補足

12 ～ 2月　論文の成果と課題の検証　

●授業の概要
　一年目の成果を踏まえ、博士論文の基礎となる投稿論文（『年報新人文
学』）の執筆をおこなう。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
田中　綾日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文の基礎となる投稿論文を執筆する。

●準備学習の内容
先行研究を精読し、批判的検証と補足をおこなう。　

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点（出席点は含まない）（40%）と、定期的に提出する報告書（60%）に
よって、総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
4 月　前年度の成果と課題

5～ 7月　博士論文の構成

8～ 11 月　資料調査と先行研究の批判と補足

12 ～ 2月　論文の成果と課題の検証

●授業の概要
　特殊演習ⅢＡ、ⅢＢに引き続き、博士論文執筆を計画的に進める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
田中　綾日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＣ 4

　博士論文完成を目指して、期限内に執筆してゆく。

●準備学習の内容
先行研究を精読し、批判的検証と補足をおこなう。　

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点（出席点は含まない）（40%）と、論文内容（60%）によって、総合的に
評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　博士論文作成のための基礎作業を中心に行っていく。

　修士論文、その他自己の発表した研究に対して、改めて検討を行う。
理論面・実証的側面の両方から、関連文献・資料の収集を行う。

　必要に応じて、関連文献・資料の講読や用例分析を実施する。

●授業の概要
　上記目標を達成するために、先行研究の探索・批判的検討を行う。
さらに、対象となる資料等を収集し、用例収集・分析・検討を行って
いく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
徳永　良次日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＡ 4

　これまでの学習成果を基に、研究テーマの設定・検討を実施する。

●準備学習の内容
大学院での研究の総集編となることから、綿密な準備が欠かせない。
随時、テーマについての妥当性・科学的正当性を検証するために、指
導・点検を受けること。

●テキスト
特になし

●参考書
必要に応じて、その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点と、レポートによる総合評価
課題の実施結果については個々にコメントする。　
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
　前期は、論文の構成を検討するとともに、それに従った論文作成を
行う。

　後期は、これを基に再検討し、必要に応じて内容の検討を行う。

●授業の概要
　これまでに検討した、研究・資料収集について、実際に論文執筆作
業を実施する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
徳永　良次日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　研究テーマに従った、博士論文作成のための作業をすすめて、一定
のメドをつける。

●準備学習の内容
論文をいくつかのパートに分割して考え、そのパートごとに実際に
執筆出来るようにする。そのための、発表・点検を随時受けられるよ
うにしておくこと。

●テキスト
特になし

●参考書
必要に応じて、その都度指示する。

●学生に対する評価
平常点と、レポートによる総合評価
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　博士論文完成のために、必要な指導を行う。

　前期は、論文を一通り完成する事を目指して執筆していった部分に
ついて、指導する。
　後期は、その成果を基に、さらに加筆・修正等を行っていく。

●授業の概要
　これまでの、研究・資料収集・用例分析等を確実に論文作成に活か
していくための指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
徳永　良次日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＣ 4

　博士論文の作成完了を目標に、期限内に執筆を進めていく。

●準備学習の内容
論文作成のために、内容の構成・概要を作成し、これを基に論文を執
筆していくこと。

●テキスト
特になし

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
平常点と論文内容を総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
　博士論文完成のために、必要な指導を行う。

　前期は、論文を一通り完成する事を目指して執筆していった部分に
ついて、指導する。
　後期は、その成果を基に、さらに加筆・修正等を行っていく。

●授業の概要
　これまでの、研究・資料収集・用例分析等を確実に論文作成に活か
していくための指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
徳永　良次日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＣ 4

　博士論文の作成完了を目標に、期限内に執筆を進めていく。

●準備学習の内容
論文作成のために、内容の構成・概要を作成し、これを基に論文を執
筆していくこと。

●テキスト
特になし

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
平常点と論文内容を総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
第１学期：① 修士論文の見なおし
　　　　　② 博士論文のテーマ設定
　　　　　③ 関係する基礎理論と文献資料の洗い出し

第２学期：① 基礎理論の学習
　　　　　② 文献資料の読解
　　　　　③ 研究テーマの掘り下げ

●授業の概要
　修士論文を見なおし、そこから継承すべきこと、改善すべきこと、そ
して新たに切り拓くべきことを明確にする。関係する基礎理論につい
て理解を深め、基本的な文献読解の技術を高める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大谷　通順日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＡ 4

　博士論文の執筆にむけて、テーマをさだめ、必要な文献を収集する。

●準備学習の内容
構想・調査・分析の諸結果、そして細々とした発想にいたるも、必
ず「言語化」・「文字化」して提示し、ストックし、教員と共有す
ること。

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
授業中に指定する。

●学生に対する評価
授業中の発言（40％）と、定期的に提出してもらう報告書（60％）に
よって、総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
第１学期：①特殊演習ＶＡでの学習成果から、なにを、どう、論ず
　　　　　　るのか検討
　　　　　②論の展開を具体的にパラグラフ化
　　　　　③構想の再検討と針路修正

第２学期：①修正をおぎなうための理論学習と資料収集
　　　　　②構築中の論の一部を逐次発表し、批判をうける

●授業の概要
　ことばによって、思考を自己の外側に定位させ、他者（および他者の
目を擬似的に獲得した自己）からの批判にさらすことで、誤謬訂正や
針路修正、さらには思考のさらなる鍛錬をおこなう。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大谷　通順日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＢ 4

　執筆作業をとおして、論文の具体像を明確にさせる。

●準備学習の内容
針路の修正に伴って、いつであろうと迅速に最初の一歩に立ちもどり、
基礎理論の学習と文献収集を再スタートする。それを厭わないこと。

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
授業中に指定する。

●学生に対する評価
授業中の発言（40％）と、定期的に提出してもらう報告書（60％）に
よって、総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
　特殊演習ＶＡ・ＶＢの進捗状況に基づき、早急に章立てを具体的
に決定する。
　上述の「弱み」と「強み」を洗い出す。
　必要な補強・再構築・再確認をおこなう。

●授業の概要
　必要な文献資料の読解を継続しつつも、重点は論文の執筆に移る。所論
の「弱み」と「強み」を見きわめ、「弱み」に対しては理論的・資料的補強（もし
くは再構築）をはかり、「強み」についてはその確立に万全を期す。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大谷　通順日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＣ 4

　博士論文の完成を目ざす。

●準備学習の内容
授業での報告を、自身のペース・メーキングとして活用してほしい。

●テキスト
事前には指定しない。

●参考書
授業中に指定する。

●学生に対する評価
論文のできばえを見る。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
４月　博士論文における問いの設定
５月　修士論文の成果と反省点の明確化
６～10月　資料収集
11～12月　先行研究をリストアップ
１～２月　現在までの達成点を確認

●授業の概要
　修士論文の成果と反省点を明らかにし、資料収集や先行研究の調査を
行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大石　和久［非開講］

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＡ
4

　美学の方法論を学び、博士論文作成のための準備作業を行う。

●準備学習の内容
テクストの内在的理解を試みておくこと

●テキスト
特に指定なし。

●参考書
随時紹介。

●学生に対する評価
講義において課す課題（40％） および年度末レポート（60％）
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
４～９月　投稿論文における問いの設定

10～12月　投稿論文作成、および資料収集、先行研究の調査

１～２月　現在までの研究の再吟味

●授業の概要
　『年報　新人文学』へ投稿論文を作成する。また、引き続き資料収集、
先行研究の調査を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大石　和久［非開講］

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＢ
4

　博士論文作成するためのステップとして論文投稿することを目指す。

●準備学習の内容
テクストの内在的理解を試みておくこと

●テキスト
特に指定なし。

●参考書
随時紹介。

●学生に対する評価
講義において課す課題（40％） および投稿論文（50％）
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
４～９月　投稿論文における問いの設定

10～12月　投稿論文作成、および資料収集、先行研究の調査

１～２月　現在までの研究の再吟味

●授業の概要
　『年報　新人文学』へ投稿論文を作成する。また、引き続き資料収集、
先行研究の調査を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大石　和久［非開講］

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＢ
4

　博士論文作成するためのステップとして論文投稿することを目指す。

●準備学習の内容
テクストの内在的理解を試みておくこと

●テキスト
特に指定なし。

●参考書
随時紹介。

●学生に対する評価
講義において課す課題（40％） および投稿論文（50％）
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
４月　問いの設定の再吟味、執筆計画の作成

５月　論文の論理的展開（章立て）の検討

６～12月　論文執筆と提出

１～２月　研究の今後の方向性の模索

●授業の概要
　問いの設定を再吟味し、論文の論理的展開（章立て）を検討しながら、
博士論文を執筆する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大石　和久［非開講］

日本言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＣ
4

　博士論文作成ための計画を立て、実行する。

●準備学習の内容
博士論文の執筆を自ら進めておくこと

●テキスト
特に指定なし。

●参考書
随時紹介。

●学生に対する評価
完成した論文を評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
　授業では、博士論文執筆に向けた論文指導と、テキストを用いた歴
史理論の検討と史学史の整理を併行して行う。その概要は次の通り
である。

４月　修士論文の成果と課題／歴史理論の検討
５月～７月　論文の全体構想／歴史理論の検討
８月～２月　作業仮説の設定と資料調査／史学史の整理

●授業の概要
　博士論文作成のためには，修士論文の成果をふまえつつ，自らの内
在的な問いを今一度研究課題として設定し直す必要がある。ここで
いう研究課題とは，それが本質的な問いであるという意味において，
他者と共有しうるものであると共に，研究史に位置づけて意義ある
ものでなくてはならない。そのため本特殊演習ⅡAでは，受講生各人
による史学史の整理と歴史理論の検討および教員による論文指導を
反復して行うことで，自己の研究課題を相対化しつつ，焦点化してい
くという作業を同時並行的に行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＡ 4

　受講生各人が，歴史理論の検討と史学史の整理をとおし，自己の研
究課題の相対化・焦点化することを目標とする。

●準備学習の内容
マルク・ブロック著／松村剛訳『新版　歴史のための弁明―歴史家の
仕事―』，E･H・カー著／清水幾太郎訳『歴史とは何か』，およびテキスト
を事前に読み，その内容と論点を整理した上で、授業に臨むこと。

●テキスト
神山四郎『史学概論』慶応義塾大学出版会、1985年
小谷汪之『歴史の方法について』東京大学出版会、1985年
西川正雄・小谷汪之編『現代歴史学入門』東京大学出版会、1987年
今谷明･大濱徹也ほか編『20世紀の歴史家たち（1） 日本編（上）』刀水書房、
1997年
今谷明･大濱徹也ほか編『20世紀の歴史家たち（2） 日本編（下）』刀水書房、
1999年
今谷明･大濱徹也ほか編『20世紀の歴史家たち（5） 日本編（続）』刀水書房、
2006年

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
準備学習に対する取り組み（50％），発表（50％）
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　授業では、博士論文執筆に向けた論文指導を中心に行う。この間、
受講生には、『年報新人文学』への投稿論文の作成が求められる。その
概要は次の通りである。

４月　前年度の成果と課題
５月～７月　博士論文の論文構成／投稿論文の作成
８月～ 12 月　作業仮説の再設定と資料調査／投稿露文の作成
１月～２月　先行研究への批判と課題設定／投稿論文の成果と課題
　　　　　　の検証

●授業の概要
　歴史研究では、自己の研究課題に基づき作業仮説を設定し、これ
を史資料や関連文献の検討を通じて再検証した上で、さらに新たな
仮説設定を行う、という作業を繰り返しながら、研究を深化・発展
させていくことが求められる。無論、ここでいう仮説とは、単なる
思いつきの類ではなく、求める資料が存在しないことの確認を含め、
資料調査を徹底的に行った上で、はじめて設定しうるものであるだ
けでなく、先行研究に対して新たな歴史像を提起するに足るもので
なくてはならない。本特殊演習ⅡBでは、受講生各人がⅡAで得た
知見をふまえ、『年報新人文学』への投稿論文を作成すると共に、
上記のような博士論文作成のための具体的作業を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＢ 4

　受講生各人が，地域史研究に学びつつ，自らの方法論を鍛えると共
に，自己の研究課題に基づく作業仮説の設定することが目標となる。 

●準備学習の内容
テキストを事前に読み、その内容と論点を整理した上で、授業に臨む
こと。

●テキスト
適宜紹介する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
準備学習に対する取り組み（50％）、発表（50％）
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　授業では、12月の博士論文提出に向けて受講生による論文の執
筆、指導教員による評価と批判、受講生による論文修正を反復して
行う。1～2月は、博士論文の成果と課題をふまえ、今後の研究の方
向性を定める作業を行う。 

●授業の概要
　本特殊演習ⅡCでは，受講生各人が特殊演習ⅡA・ⅡBで得た知見
をふまえ，書き上げた原稿をもとに博士論文を完成するための論文
指導を反復して行う。私にとって唯一その方法とは，同じ研究者と
して，時に辛辣であることを含め，良き批判相手となることであ
る。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ 4

　テーマは博士論文の執筆。受講生各人が博士論文を完成させるこ
とが目標となる。

●準備学習の内容
博士論文の執筆

●テキスト
特に指定しない。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
研究計画の到達度
課題の実施結果については個々にコメントする。

68

歴史・環境文化科目

歴史・環境文化科目



■単位 ■担当教員名

●授業計画
　授業では、博士論文執筆に向けた論文指導を中心に行う。この間、
受講生には、『年報新人文学』への投稿論文の作成が求められる。その
概要は次の通りである。

４月　前年度の成果と課題
５月～７月　博士論文の論文構成／投稿論文の作成
８月～ 12 月　作業仮説の再設定と資料調査／投稿露文の作成
１月～２月　先行研究への批判と課題設定／投稿論文の成果と課題
　　　　　　の検証

●授業の概要
　歴史研究では、自己の研究課題に基づき作業仮説を設定し、これ
を史資料や関連文献の検討を通じて再検証した上で、さらに新たな
仮説設定を行う、という作業を繰り返しながら、研究を深化・発展
させていくことが求められる。無論、ここでいう仮説とは、単なる
思いつきの類ではなく、求める資料が存在しないことの確認を含め、
資料調査を徹底的に行った上で、はじめて設定しうるものであるだ
けでなく、先行研究に対して新たな歴史像を提起するに足るもので
なくてはならない。本特殊演習ⅡBでは、受講生各人がⅡAで得た
知見をふまえ、『年報新人文学』への投稿論文を作成すると共に、
上記のような博士論文作成のための具体的作業を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＢ 4

　受講生各人が，地域史研究に学びつつ，自らの方法論を鍛えると共
に，自己の研究課題に基づく作業仮説の設定することが目標となる。 

●準備学習の内容
テキストを事前に読み、その内容と論点を整理した上で、授業に臨む
こと。

●テキスト
適宜紹介する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
準備学習に対する取り組み（50％）、発表（50％）
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　授業では、12月の博士論文提出に向けて受講生による論文の執
筆、指導教員による評価と批判、受講生による論文修正を反復して
行う。1～2月は、博士論文の成果と課題をふまえ、今後の研究の方
向性を定める作業を行う。 

●授業の概要
　本特殊演習ⅡCでは，受講生各人が特殊演習ⅡA・ⅡBで得た知見
をふまえ，書き上げた原稿をもとに博士論文を完成するための論文
指導を反復して行う。私にとって唯一その方法とは，同じ研究者と
して，時に辛辣であることを含め，良き批判相手となることであ
る。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ 4

　テーマは博士論文の執筆。受講生各人が博士論文を完成させるこ
とが目標となる。

●準備学習の内容
博士論文の執筆

●テキスト
特に指定しない。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
研究計画の到達度
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　受講生の準備計画に従い、前期・後期にそれぞれ副査を交えて複数回
指導を行う。

●授業の概要
　受講生の論文準備に応じて必要な指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
郡司　淳論文指導Ⅰ 4

　テ－マ「博士論文の完成に向けて」
　Ⅰではその骨格部分である論文構成を確立する。

●準備学習の内容
受講生の準備計画に応じた作業を求める。

●テキスト
使用しない

●参考書
論文に必要な参考文献の点検に重点を置く。

●学生に対する評価
授業計画を円滑に達成しえたかどうかを評価の対象とする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要

計画は概ね次の通り

4月　予備調査を分析し、本調査の計画を策定

５～６月　本調査の実施

７～８月　その分析と追加調査の実施

９月　投稿論文のテーマを設定

10 月　途中経過を随時報告させながら議論を深める

11 月～2月　投稿論文の作成とその指導

　一年目で実施した予備調査の分析を踏まえ、本調査の研究計画を
立て、博士論文の基礎となる投稿論文を作成する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
手塚　薫日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文の研究計画の立案とその最初のステップとなる投稿論文
の作成。

●準備学習の内容
各回の講義内容に見合った文献や資料に接し、それらを読んで要点
を押さえておくこと。

●テキスト
必要に応じて配布する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
講義への参加度（50％）と発言内容（50％）で評価する。
課題の実施結果については個別にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　修士論文の成果を踏まえ、その課題を克服するための研究課題を
設定し、予備調査を実施する。

計画は概ね次の通り

４月　修士論文の成果の分析と課題の洗い直し

５～６月　必要な先行研究を選択し、中身を要約

７月　新たな研究テーマの策定

８月　予備調査計画の策定

９～12月　予備調査の実施ととりまとめ

１～２月　その成果を発表して、議論を深める

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
手塚　薫日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　文化人類学および環境人類学の理論と方法を学び、研究計画を立
てる。

●準備学習の内容
各回の講義内容に見合った文献や資料に接し、それらを読んで要点
を押さえておくこと。

●テキスト
必要に応じて配布する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
講義への参加度（50％）と発言内容（50％）で評価する。
課題の実施結果については個別にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要

計画は概ね次の通り

4月　予備調査を分析し、本調査の計画を策定

５～６月　本調査の実施

７～８月　その分析と追加調査の実施

９月　投稿論文のテーマを設定

10 月　途中経過を随時報告させながら議論を深める

11 月～2月　投稿論文の作成とその指導

　一年目で実施した予備調査の分析を踏まえ、本調査の研究計画を
立て、博士論文の基礎となる投稿論文を作成する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
手塚　薫日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文の研究計画の立案とその最初のステップとなる投稿論文
の作成。

●準備学習の内容
各回の講義内容に見合った文献や資料に接し、それらを読んで要点
を押さえておくこと。

●テキスト
必要に応じて配布する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
講義への参加度（50％）と発言内容（50％）で評価する。
課題の実施結果については個別にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　投稿論文の問題点を十分に認識したうえでテーマを再設定し、学
会発表をへて博士論文の完成をめざす。

計画は概ね次の通り

４月　投稿論文の課題を検討

５月　適切なテーマの設定

６～８月　章の構成と論理展開の指導

９月　アウトラインに基づく学会発表

９月～ 12 月　学会発表で得られた成果を加味しながら論文執筆

１月～２月　評価と修正を加えながら論文の完成・提出まで指導

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
手塚　薫日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＣ 4

　博士論文作成のための準備と論文執筆を計画的に実行する。

●準備学習の内容
各回の講義内容に見合った文献や資料に接し、それらを読んで要点
を押さえておくこと。

●テキスト
必要に応じて配布する。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
講義への参加度（50％）と発言内容（50％）で評価する。
課題の実施結果については個別にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　まず、4月の授業では、自身の修士論文の成果を分析し、先行研究
との関係をまとめることを行う。つぎに 5月から 6月にかけて、修士
論文の課題と関連させながら、新たな研究テーマを策定し、その研究
テーマと関連する人類学理論を渉猟する。7月には、策定した研究テ
ーマについて、もっともふさわしい調査方法を選択する。夏休み明け
の 9 月には予備調査計画を策定し、10 月から 11 月にかけて予備調
査を実施する。12 月及び 1 月の授業では、予備調査の結果をまとめ
分析する。

●授業の概要
　修士論文の成果と今後の課題を検討しつつ，予備調査計画の立
案と実施をすることにより博士後期課程における研究計画を確立
する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
須田　一弘日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＡ 4

　文化人類学及び生態人類学の理論と方法を学び，研究計画を確立
する。

●準備学習の内容
各回の授業内容について、関連する資料を自ら探し、それをよく読ん
で内容をまとめておくこと。

●テキスト
とくに使用しない。

●参考書
必要に応じて随時紹介する。

●学生に対する評価
授業への取り組みと自己の研究を総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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■単位 ■担当教員名

●授業計画
　まず４月からは、２年次に投稿した論文を読み直し、博士論文の
作成に必要なテーマを積み重ね、実際の論文作成を指導して行く。
　５月から７月にかけては、博士論文の章立てを検討し、必要があ
れば、追加データの分析も行っていく。また、本調査で不足してい
たデータがある場合には追加調査を行う。９月からは実際の作成に
取り掛かり、12月をめどに、草稿を仕上げる。その後、草稿の手直
しを行いながら、完成論文の作成をめざす。

●授業の概要
　予備調査，本調査で得たデータの分析を進めるとともに，博士論文
の完成をめざす。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
須田　一弘日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＣ 4

　2 年次に投稿した論文をもとに、さらなるテーマの積み重ねを通
じて博士論文を作成する。

●準備学習の内容
各回の授業内容について、関連する資料を自ら探し、それをよく読ん
で内容をまとめておくこと。

●テキスト
とくに使用しない。

●参考書
必要に応じて随時紹介する。

●学生に対する評価
授業への取り組みを総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　１年次で行った予備調査の分析に基づき、４月には本調査計画の
立案を行う。その後、５月から７月にかけて本調査を実施する。後期
には、９月に本調査のデータを分析し、その中から、学会誌または専
門誌へ投稿するためのテーマを策定する。10 月以降は投稿論文を作
成することを念頭に、そのために必要な指導を行っていく。

●授業の概要
　予備調査の結果をもとに博士論文作成のための本調査の研究計画
を立案し，あわせて博士論文と関連する投稿論文を作成する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
須田　一弘日本歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　博士論文の研究計画の策定と，関連する投稿論文の作成

●準備学習の内容
各回の授業内容について、関連する資料を自ら探し、それをよく読ん
で内容をまとめておくこと。

●テキスト
とくに使用しない。

●参考書
必要に応じて随時紹介する。

●学生に対する評価
授業への取り組みと投稿論文の作成を総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。
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