
■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。

授業科目及び講義概要

英米文化専攻　博士（後期）課程



文学研究科英米文化専攻博士（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。



75 授業科目及び担当者

授業科目及び担当者
言語・思想文化科目

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＡ ４ 教授
田　中　洋　也 １ 15以降 77

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＢ ４ 教授
田　中　洋　也 ２ 15以降 77

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＣ ４ 教授
田　中　洋　也 ３ 15以降 78

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＡ ４ 教授
上　野　誠　治 １ 15以降 78

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＢ ４ 教授
上　野　誠　治 ２ 15以降 79

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＣ ４ 教授
上　野　誠　治 ３ 15以降 79

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＡ ４ 教授
佐　藤　貴　史 １ 15以降 80

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＢ ４ 教授
佐　藤　貴　史 ２ 15以降 80

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＣ ４ 教授
佐　藤　貴　史 ３ 15以降 81

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＡ ４ 教授
渡　部　あさみ １ 15以降 81

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＢ ４ 教授
渡　部　あさみ ２ 15以降 82

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＣ ４ 教授
渡　部　あさみ ３ 15以降 82

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＡ ４ 教授
ブシャー　ジェレミ １ 15以降 83

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＢ ４ 教授
ブシャー　ジェレミ ２ 15以降 83

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＣ ４ 教授
ブシャー　ジェレミ ３ 15以降 84

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＡ ４ 教授
森　川　慎　也 １ 15以降 84

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＢ ４ 教授
森　川　慎　也 ２ 15以降 85

欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＣ ４ 教授
森　川　慎　也 ３ 15以降 85

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
　各自の研究分野，テーマに応じた文献の講読とそれに基づいた
議論を行う。また，設計した予備的調査に用いる研究技法の習熟
を図る。

●授業の概要
　博士課程研究の初年度の学修内容として相応しいものになるよ
う，各自設定の研究テーマを中心に研究分野全体の基礎的研究を見
直し，テーマの精緻化を図る。また，博士課程研究の予備的調査を
行い，国内外学会での発表，学術誌投稿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
田中　洋也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＡ 4

　外国語教育研究分野における博士論文の設計，および調査に向け
た研究指導を行う。

●準備学習の内容
文献を講読し，発表資料を準備する。

●テキスト
履修者と相談の上，文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
毎週の発表と議論により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

76授業科目及び担当者

授業科目及び担当者
歴史・環境文化科目

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＡ ４ 教授
柴　田　　　崇 １ 15以降 86

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＢ ４ 教授
柴　田　　　崇 ２ 15以降 86

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＣ ４ 教授
柴　田　　　崇 ３ 15以降 87

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＡ ４ 教授
大　森　一　輝 １ 15以降 87

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＢ ４ 教授
大　森　一　輝 ２ 15以降 88

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ ４ 教授
大　森　一　輝 ３ 15以降 88

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＡ ４ 教授
小　松　かおり １ 15以降 89

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＢ ４ 教授
小　松　かおり ２ 15以降 89

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＣ ４ 教授
小　松　かおり ３ 15以降 90

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＡ ４ 教授
仲　松　優　子 １ 15以降 90

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＢ ４ 教授
仲　松　優　子 ２ 15以降 91

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＣ ４ 教授
仲　松　優　子 ３ 15以降 91

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＡ ４ 教授
仲　丸　英　起 １ 15以降 92

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＢ ４ 教授
仲　丸　英　起 ２ 15以降 92

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＣ ４ 教授
仲　丸　英　起 ３ 15以降 93

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
　各自の研究分野，テーマに応じた文献の講読とそれに基づいた
議論を行う。また，設計した予備的調査に用いる研究技法の習熟
を図る。

●授業の概要
　博士課程研究の初年度の学修内容として相応しいものになるよ
う，各自設定の研究テーマを中心に研究分野全体の基礎的研究を見
直し，テーマの精緻化を図る。また，博士課程研究の予備的調査を
行い，国内外学会での発表，学術誌投稿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
田中　洋也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＡ 4

　外国語教育研究分野における博士論文の設計，および調査に向け
た研究指導を行う。

●準備学習の内容
文献を講読し，発表資料を準備する。

●テキスト
履修者と相談の上，文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
毎週の発表と議論により評価する。
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
　各自の研究分野，テーマに応じた文献の講読，調査の実施，分析，論
文執筆指導を行う。 

●授業の概要
　博士課程研究の中間期の学修内容として相応しいものになるよ
う，各自設定の研究テーマをもとに調査の実施，国内外学会での発
表，学術誌への投稿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
田中　洋也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＢ 4

　外国語教育研究分野における博士論文の調査、学術誌投稿論文執
筆に向けた研究指導を行う。

●準備学習の内容
文献を講読し，発表資料を準備する。

●テキスト
履修者と相談の上，文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
毎週の授業準備，学会発表，執筆した論文により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

77 言語・思想文化科目

言語・思想文化科目



■単位 ■担当教員名

●授業計画
　各自の研究分野，テーマに応じた文献の講読，調査の実施，分析，論文
執筆，博士論文指導を行う。

●授業の概要
　博士課程研究の最終段階の学修内容として相応しいものになるよ
う，各自設定の研究テーマをもとに調査の実施，国内外学会での発
表，学術誌への投稿，博士論文執筆指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
田中　洋也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅠＣ 4

　外国語教育研究分野における博士論文の執筆、学術誌投稿論文執
筆に向けた研究指導を行う。

●準備学習の内容
文献を講読し，発表資料を準備する。

●テキスト
履修者と相談の上，文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
毎週の授業準備，学会発表，執筆した論文により評価する。
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
　年間を通じ、文献講読をしながら、その内容について議論する。ま

た、文献の中で、研究が不十分なところや、論理的に矛盾する箇所を

指摘し、その解決策を探求する。

●授業の概要
　関連する文献の分析的・批判的な読み方および論文作成の作法を
身につける。 

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
上野　誠治欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　博士論文で扱うテーマの確定

●準備学習の内容
関連する文献を事前によく読み、議論の進め方や論文の書き方を研
究しておくこと。

●テキスト
履修生と相談の上、決める。

●参考書
適宜紹介する。

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

78言語・思想文化科目



■単位 ■担当教員名

●授業計画
　年間を通じ、文献講読をしながら、その内容について議論する。ま

た、文献の中で、研究が不十分なところや、論理的に矛盾する箇所を

指摘し、その解決策を探求する。

●授業の概要
　関連する文献の分析的・批判的な読み方および論文作成の作法を
身につける。 

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
上野　誠治欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　博士論文で扱うテーマの確定

●準備学習の内容
関連する文献を事前によく読み、議論の進め方や論文の書き方を研
究しておくこと。

●テキスト
履修生と相談の上、決める。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
平常点とレポートにより評価する。
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
　年間を通じ、文献講読をしながら、その内容について議論する。

また、文献の中で、研究が不十分なところや、論理的に矛盾する箇

所を指摘し、その解決策を探求する。

●授業の概要
　関連する文献の分析的・批判的な読み方および論文作成の作法を
身につける。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
上野　誠治欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文で扱うテーマの絞り込み

●準備学習の内容
関連する文献を事前によく読み、議論の進め方や論文の書き方を研
究しておくこと。

●テキスト
履修生と相談の上、決める。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
平常点とレポートにより評価する。
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
　年間を通じ、文献講読をしながら、その内容について議論する。

また、文献の中で、研究が不十分なところや、論理的に矛盾する箇

所を指摘し、その解決策を探求する。

●授業の概要
　関連する文献の分析的・批判的な読み方および論文作成の作法を
身につける。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
上野　誠治欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅢＣ 4

　博士論文の完成

●準備学習の内容
関連する文献を事前によく読み、議論の進め方や論文の書き方を研
究しておくこと。

●テキスト
履修生と相談の上、決める。

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
平常点と博士論文の完成度により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

79 言語・思想文化科目



必要な文献のリストをつねに更新し、読み込んでおく。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　みずからの研究テーマを研究史上に位置づけるために必要な文献を丁
寧に読解する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
佐藤　貴史欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＡ 4

　博士論文のテーマの明確化、一次文献の読解、研究史の整理。

●準備学習の内容

●テキスト
適宜指示する。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
発表とレポート。
課題の実施状況については個々にコメントする。

前期：研究テーマに基づいて、一次文献の読解と研究史の整理をする。

後期：前期に整理した研究史の内容に基づいて、さらに必要な文献を探し
　　　て読む。

研究史を意識しながら、テキストの読解に努める。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　みずからの研究テーマをより明晰にするために必要な文献を丁寧に読解
する。そのさい、研究テーマの独創性に強調点をおく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
佐藤　貴史欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　博士論文のテーマの精緻化、一次文献の読解、研究史の整理。

●準備学習の内容

●テキスト
適宜指示する。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
発表とレポート。
課題の実施状況については個々にコメントする。

前期：研究史との批判的な対話を通して、研究テーマの独創性について考
　　　える。

後期：前期に続いて、研究テーマの独創性について考える

80言語・思想文化科目



研究史を意識しながら、テキストの読解に努める。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　みずからの研究テーマをより明晰にするために必要な文献を丁寧に読解
する。そのさい、研究テーマの独創性に強調点をおく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
佐藤　貴史欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　博士論文のテーマの精緻化、一次文献の読解、研究史の整理。

●準備学習の内容

●テキスト
適宜指示する。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
発表とレポート。
課題の実施状況については個々にコメントする。

前期：研究史との批判的な対話を通して、研究テーマの独創性について考
　　　える。

後期：前期に続いて、研究テーマの独創性について考える

研究史を無視せずに、博士論文の執筆に励む。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文における各章の内容や相互の連関、研究テーマと結論の独創
性などについて精査する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
佐藤　貴史欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅣＣ 4

　博士論文の完成。

●準備学習の内容

●テキスト
適宜指示する。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
博士論文の完成度
課題の実施状況については個々にコメントする。

　年間を通じて博士論文の完成を目指して、その内容を議論する。

指定の資料を事前に読んでおくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の分野とする先行研究を調査・収集して研究動向を把握し、
テーマを決める。博士論文作成の計画と準備を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
渡部　あさみ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＡ 4

　博士論文作成に向けて、テーマを設定し、計画を立てる。

●準備学習の内容

●テキスト
資料プリントを配布する。

●参考書
適宜紹介する。 

●学生に対する評価
課題の実施結果については個々にコメントする。

　年間を通じて対象分野・テーマに関する文献を読み、内容について分析
と考察を行う。2学期にはテーマを決め、博士論文の作成計画を立てる。
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指定の資料を事前に読んでおくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　テーマに関する文献講読を進め、論点を明確にしていく。博士論文の計
画を再度点検し、見直した上で進めていく。学会発表および学会誌への論
文投稿に向けて準備し、必要な指導を受ける。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
渡部　あさみ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＢ 4

　博士論文作成のための計画を再度点検し、テーマと計画を確定する。さら
に先行研究調査とその検討を進め、計画を実行していく。

●準備学習の内容

●テキスト
資料プリントを配布する。

●参考書
適宜紹介する。 

●学生に対する評価
課題の実施結果については個々にコメントする。

　年間を通じて関連する文献をさらに読み進め、博士論文の論点を明確に
していく。年度内の学会発表および学会誌への論文投稿に向けて準備を進
める。

指定の資料を事前に読んでおくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の計画に従って作成し、完成を目指す。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
渡部　あさみ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＣ 4

　博士論文の作成

●準備学習の内容

●テキスト
資料プリントを配布する。

●参考書
適宜紹介する。 

●学生に対する評価
課題の実施結果については個々にコメントする。

　各章ごとに指導を受けて検討を重ね、全体の完成を目指して作成を進め
る。
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指定の資料を事前に読んでおくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の計画に従って作成し、完成を目指す。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
渡部　あさみ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅤＣ 4

　博士論文の作成

●準備学習の内容

●テキスト
資料プリントを配布する。

●参考書
適宜紹介する。 

●学生に対する評価
課題の実施結果については個々にコメントする。

　各章ごとに指導を受けて検討を重ね、全体の完成を目指して作成を進め
る。

文献を講読し、批評的な解釈を策定する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　社会言語学の分野における重要な研究と理論的傾向に焦点を当てる。
学生の博士研究論文の発展の基礎を形成する。学術論文や研究発表の
作成、および博士課程の修了に関するガイダンスを提供する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
ブシャー　ジェレミ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＡ 4

　社会言語学研究分野における博士論文の設計、および研究指導を行う。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談の上、文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
議論により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　毎週、社会言語学の主要な参考文献と学生の博士研究論文に関連する
参考文献を読み、批評的に議論することに専念する。社会言語学における
実践的な研究方法論が議論され、学生の博士研究論文に応用する。

文献を講読し、批評的な解釈を策定する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　社会言語学の分野における重要な研究と理論的傾向に焦点を当てる。
学生の博士研究論文の発展の基礎を形成する。学術論文や研究発表の
作成、および博士課程の修了に関するガイダンスを提供する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
ブシャー　ジェレミ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＢ 4

　社会言語学研究分野における博士論文の設計、および研究指導を行う。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談の上、文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
議論により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　毎週、社会言語学の主要な参考文献と学生の博士研究論文に関連する
参考文献を読み、批評的に議論することに専念する。社会言語学における
実践的な研究方法論が議論され、学生の博士研究論文に応用する。
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文献を講読し、批評的な解釈を策定する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　社会言語学の分野における重要な研究と理論的傾向に焦点を当てる。
学生の博士研究論文の発展の基礎を形成する。学術論文や研究発表の
作成、および博士課程の修了に関するガイダンスを提供する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
ブシャー　ジェレミ欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅥＣ 4

　社会言語学研究分野における博士論文の設計、および研究指導を行う。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談の上、文献を指定する。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
議論により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　毎週、社会言語学の主要な参考文献と学生の博士研究論文に関連する
参考文献を読み、批評的に議論することに専念する。社会言語学における
実践的な研究方法論が議論され、学生の博士研究論文に応用する。

学期の初めに研究計画書を作成し、そのスケジュールに沿って進めていく。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
・研究計画書を作成する。
・英語圏文学の領域における複数の博士論文を参照し、研究テーマや先行
研究の把握の仕方について学ぶ。

・自らが取り組もうとしている研究テーマに関連した先行研究を調べ、文献を
蒐集し、文献一覧を作成する。一通り文献を入手した後に、各文献につき
概要を作成する。各文献の概要を作成した段階で、先行研究の問題点を
洗い出し、その傾向と新たな課題設定を行う。

・先行研究の把握と並行して研究アプローチを決める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
森川　慎也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＡ 4

　英語圏文学を対象領域とする。先行研究となる文献を幅広く蒐集し、研究
動向を把握した上で、研究テーマとアプローチを設定する。よって、（１）先行
研究の考察、（２）先行研究に関する概要作成、（３）研究テーマ・アプローチ
の確定の３点が目標となる。ただし、（１）と（２）については次年度以降も継続
して行う。

●準備学習の内容

●テキスト
指定テキストはないが、先行研究における重要な文献については担当教員
とディスカッションをしながら読み進める。

●参考書
博士論文を執筆する上で参考になる論文作法のテクストを数種類紹介する。

●学生に対する評価
平常点と研究の進捗状況に応じて評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　上記概要の各段階を一つ一つ確認しながら進めていく。
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学期の初めに研究計画書を作成し、そのスケジュールに沿って進めていく。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
・博士論文の章立てを決める。
・各章の執筆作業に取り掛かり、各章を仕上げていく。
・学会で研究発表を行う。
・発表原稿を加筆・修正した上で、学術誌に投稿する。
・博士論文全体の草稿を仕上げる。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
森川　慎也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＢ 4

　博士論文の章立てを決めた上で、各章の執筆作業に取り掛かる。目標は、
博士論文の草稿を書き上げること。並行して、学会等で研究発表を行い、発
表後には発表原稿を加筆修正した上で、学術誌に投稿し査読を経る。

●準備学習の内容

●テキスト
執筆した章から順にその内容を検討していく。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
平常点と研究の進捗状況に応じて評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　上記の概要の各段階を一つ一つ確認しながら進めていく。

学期の初めに研究計画書を作成し、そのスケジュールに沿って進めていく。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　主査のチェックを受けながら章ごとに草稿を書き直し、完成させる。また副
査にも論文を読んでいただく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
森川　慎也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＣ 4

　学会での研究発表、学術誌への投稿を継続し、博士論文を完成させる。

●準備学習の内容

●テキスト
執筆した章から順にその内容を検討していく。

●参考書
特に指定しない。

●学生に対する評価
平常点と博士論文の完成度により評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　夏休みを目処に論文を完成させるスケジュールで進める。

学期の初めに研究計画書を作成し、そのスケジュールに沿って進めていく。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
・研究計画書を作成する。
・英語圏文学の領域における複数の博士論文を参照し、研究テーマや先行
研究の把握の仕方について学ぶ。

・自らが取り組もうとしている研究テーマに関連した先行研究を調べ、文献を
蒐集し、文献一覧を作成する。一通り文献を入手した後に、各文献につき
概要を作成する。各文献の概要を作成した段階で、先行研究の問題点を
洗い出し、その傾向と新たな課題設定を行う。

・先行研究の把握と並行して研究アプローチを決める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
森川　慎也欧米言語・思想文化論文指導特殊演習ⅦＡ 4

　英語圏文学を対象領域とする。先行研究となる文献を幅広く蒐集し、研究
動向を把握した上で、研究テーマとアプローチを設定する。よって、（１）先行
研究の考察、（２）先行研究に関する概要作成、（３）研究テーマ・アプローチ
の確定の３点が目標となる。ただし、（１）と（２）については次年度以降も継続
して行う。

●準備学習の内容

●テキスト
指定テキストはないが、先行研究における重要な文献については担当教員
とディスカッションをしながら読み進める。

●参考書
博士論文を執筆する上で参考になる論文作法のテクストを数種類紹介する。

●学生に対する評価
平常点と研究の進捗状況に応じて評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　上記概要の各段階を一つ一つ確認しながら進めていく。
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受講者の進捗に応じて授業で取り扱う素材を準備する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の完成を支援する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
柴田　　崇欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＣ 4

　博士論文の完成

●準備学習の内容

●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
受講者の研究に対する姿勢に拠る。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　論文の添削を通じて、適宜、必要文献の指示や講読を行う。

文献を読み、発表を準備する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文で取り上げる領域の知識を身につけ、あわせて研究動向を
掴むために文献を読解する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
柴田　　崇欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＡ 4

　博士論文で取り上げる領域の知識を習得するとともに、当該領域の
研究動向を把握する。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談して決める。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
準備を含めた発言の質に拠る。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　文献を読解する。文献講読には、当該文献が書かれた文脈を再現す
る作業が必須である。ここでの「文脈」とは、物理的時間や地理的空間
以上の意味を持つ。顕在的、および潜在的に著者に影響を与えた事象
を特定しつつ、テクストを読解するスキルを身につける。

指定したテクストを読み、発表を準備する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　広く読む多読と深く読む精読を往復しながら、博士論文で取り上げ
るのに相応しい論点を特定する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
柴田　　崇欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＢ 4

　博士論文のテーマを絞り込む。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談して決める。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
準備を含めた発言の質。およびテーマ絞込み作業の到達度。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　前半は主に、博士論文のテーマの絞り込みを念頭に関連領域の文献
を読む。
　後半は主に、絞り込んだテーマに関する文献を読みつつ論点を整理
し、博士論文の論点を明確化する。
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受講者の進捗に応じて授業で取り扱う素材を準備する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の完成を支援する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
柴田　　崇欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＣ 4

　博士論文の完成

●準備学習の内容

●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
受講者の研究に対する姿勢に拠る。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　論文の添削を通じて、適宜、必要文献の指示や講読を行う。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　研究状況をあらためて幅広く確認し、自分のオリジナリティを打
ち出せるようにすると同時に、欠落や飛躍を把握し、さらなるリサー
チによって補強・発展させるべき論点を明確にする。

　授業計画は、概ね次の通り。

　テキストは、必要な部分を前期に読む。

並行して、年度初めから資料調査計画を立て、夏には実際にアメリカ
の図書館・文書館・行政機関等で文献調査を行うよう指導する。

　後期は、持ち帰った資料の分析に取り組む。その際、テキストも参
照しながら、先行研究における史料の使い方を再度検討し、新しい資
料の／資料の新しい「読み方」を模索する。

そのうえで、これまでの研究を専門誌に発表する準備として、12 月
までに論文の「設計図」を作る。

●授業の概要
　アメリカ史の史学史を分野ごとにサーベイした文献を丁寧に読み
つつ、現在何が課題になっているのかを理解し、自分の研究をその中
に位置づける。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大森　一輝4

　アメリカ史研究の到達点を把握する。

●準備学習の内容
テキストを丁寧に読むだけでなく、そこに挙げられている関連文献
にもあたることが求められる。また、それぞれの分野の日本語の研究
論文を毎回１つは事前に読むこと（読むべきものについては、リスト
化して別途指示する）。

●テキスト
Eric Foner and Kisa McGirr, eds., American History Now (Temple 
University Press, 2011).

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
授業への積極的参加の姿勢と準備状況。
課題の実施結果については個々にコメントする。

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＡ

指定したテクストを読み、発表を準備する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　広く読む多読と深く読む精読を往復しながら、博士論文で取り上げ
るのに相応しい論点を特定する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
柴田　　崇欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅠＢ 4

　博士論文のテーマを絞り込む。

●準備学習の内容

●テキスト
履修者と相談して決める。

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
準備を含めた発言の質。およびテーマ絞込み作業の到達度。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　前半は主に、博士論文のテーマの絞り込みを念頭に関連領域の文献
を読む。
　後半は主に、絞り込んだテーマに関する文献を読みつつ論点を整理
し、博士論文の論点を明確化する。
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研究テーマに沿った参考文献を探し、それを読んでまとめておくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　研究テーマを設定し、文化人類学・生態人類学または隣接分野の先行
研究を読み、先行研究について授業で発表する。
授業中にディスカッションしながら、文化人類学・生態人類学の知識を深め、
予備調査計画を立てる。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
小松　かおり欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　博士論文作成に向けて、テーマを設定し、調査計画を立てる。平行して、
先行研究を集め、読解する。

●準備学習の内容

●テキスト
なし

●参考書
適宜、指示する。

●学生に対する評価
授業への参加と発表内容50%,レポート50%。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　４月と５月は、テーマ設定と調査計画の策定。平行して、参考文
献リストを作成。
　６月以降は、リストにしたがって、参考文献を読みながら、調査
計画を詰める。
　夏以降、予備調査をおこないながら、テーマを修正する。
  学年末に、レポートを作成。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　目標は二段構えになる。授業計画は、概ね次の通り。

　まず、前期は、前年度から引き続き、これまでの研究を学会誌に
投稿するために、原稿を作成する。

　その際には、テキストを「部分的に」参照しながら、個別実証論
文としての自分の仕事の新しさをピンポイントで主張するよう心が
ける。

　後期は、さらにそれを発展させて、より大きな構図の中での自分
の研究の意義を見定めつつ、具体的な作業としては、博士論文のま
とめ方を考える。

　その際には、テキストを「総合的に」参照しながら、自分の博士
論文が、人類に対していかなる知的貢献をなし得るのかを常に意識
する。

●授業の概要
　テキストはいずれも博士論文を基にした研究書である。これを読
むことで、学位論文に必要とされる先行研究批判・資料分析・論証
などの水準を会得する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大森　一輝4

　日本人アメリカ史研究者による重厚な研究書を読み、博士論文の
イメージをつかむ。

●準備学習の内容
この２冊も「先行研究」であり、乗り越えるべき対象であることを
忘れずに、批判的に読み進めることが求められる。毎回、何を補う
べきか、どこを発展させるべきかを事前に考えておくこと。

●テキスト
村田勝幸『〈アメリカ人〉の境界とラティーノ・エスニシティ―「非合
法移民問題」の社会文化史』（東京大学出版会、2007 年）
貴堂嘉之『アメリカ合衆国と中国人移民―歴史のなかの「移民国家」
アメリカ』（名古屋大学出版会、2012 年）

●参考書
適宜指示する。

●学生に対する評価
準備と参加の姿勢。
課題の実施結果については個々にコメントする。

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＢ
■単位 ■担当教員名

●授業計画
　テーマ設定・先行研究批判・仮説・資料収集・分析・実証・論述
という一連の流れを、できるかぎり説得的なものにするための方法
を指導する。

　授業計画は、概ね次の通り。

　前期で、実証すべき点とその可能性を明らかにし、資料の（再）
収集・分析までを終える。

　夏休みに草稿をまとめる。

　後期は、論理構成を見直して堅固なものにしつつ、個々の論証の
精度を上げるべく加筆修正を施し、年内には原稿をまとめる。

●授業の概要
　博士学位を取得するためではなく、学問の世界に大きく貢献でき
るような論文の作成を目指す。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大森　一輝4

　アメリカ史に関わる博士論文の完成を指導する。

●準備学習の内容
資料リストの作成や所在の確認などの基礎作業は、早めに自分で取
り組むことが望ましい。

●テキスト
特になし。

●参考書
個別にアドヴァイスする。

●学生に対する評価
論文の完成度。
課題の実施結果については個々にコメントする。

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ
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研究テーマに沿った参考文献を探し、それを読んでまとめておくこと。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　研究テーマを設定し、文化人類学・生態人類学または隣接分野の先行
研究を読み、先行研究について授業で発表する。
授業中にディスカッションしながら、文化人類学・生態人類学の知識を深め、
予備調査計画を立てる。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
小松　かおり欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＡ 4

　博士論文作成に向けて、テーマを設定し、調査計画を立てる。平行して、
先行研究を集め、読解する。

●準備学習の内容

●テキスト
なし

●参考書
適宜、指示する。

●学生に対する評価
授業への参加と発表内容50%,レポート50%。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　４月と５月は、テーマ設定と調査計画の策定。平行して、参考文
献リストを作成。
　６月以降は、リストにしたがって、参考文献を読みながら、調査
計画を詰める。
　夏以降、予備調査をおこないながら、テーマを修正する。
  学年末に、レポートを作成。

調査計画、調査報告、資料の整理、追加で必要な文献のまとめ。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　調査計画を立て、実行する。持ち帰った資料を整理し、論文の構成を決め
る。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
小松　かおり欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＢ 4

　博士論文の作成のため、テーマに沿って調査計画を立て、実行する。

●準備学習の内容

●テキスト
なし

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
授業への参加と研究の進み方の総合評価。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　研究計画にしたがって、調査計画を立て、調査を実行する。
　平行して、参考文献を読み進め、研究の位置づけをする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画
　テーマ設定・先行研究批判・仮説・資料収集・分析・実証・論述
という一連の流れを、できるかぎり説得的なものにするための方法
を指導する。

　授業計画は、概ね次の通り。

　前期で、実証すべき点とその可能性を明らかにし、資料の（再）
収集・分析までを終える。

　夏休みに草稿をまとめる。

　後期は、論理構成を見直して堅固なものにしつつ、個々の論証の
精度を上げるべく加筆修正を施し、年内には原稿をまとめる。

●授業の概要
　博士学位を取得するためではなく、学問の世界に大きく貢献でき
るような論文の作成を目指す。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
大森　一輝4

　アメリカ史に関わる博士論文の完成を指導する。

●準備学習の内容
資料リストの作成や所在の確認などの基礎作業は、早めに自分で取
り組むことが望ましい。

●テキスト
特になし。

●参考書
個別にアドヴァイスする。

●学生に対する評価
論文の完成度。
課題の実施結果については個々にコメントする。

欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅡＣ
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文献を講読し、研究発表の準備をする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　フランス史関連領域における博士論文のテーマを設定するために、文献の
講読を引き続き行いながら、研究史の整理を行う。また、史料についても理解
を深め、博士論文で用いる史料を決定していく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲松　優子欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　フランス史関連領域における博士論文のテーマを設定する。

●準備学習の内容

●テキスト
授業時に指示する。

●参考書
授業時に紹介する。

●学生に対する評価
文献講読の準備および研究発表の内容について評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　1年間をとおして、文献を読みながら、研究史をおさえる。フランス史関連領
域における博士論文のテーマと使用する史料について、研究発表を行う。

論文の執筆。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　調査資料と先行文献を用いて、博士論文を作成する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
小松　かおり欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅢＣ 4

　博士論文の作成。

●準備学習の内容

●テキスト
なし

●参考書
適宜紹介する。

●学生に対する評価
授業への参加と研究の進み方の総合評価。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　論文を書き進め、章ごとに検討して修正する。

文献を読み、レジュメを作成する。また、自らの研究テーマについて発表して
もらう。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　フランス史関連領域における博士論文のテーマ設定に向けて、研究史の
整理を行い、同時に使用している史料について理解を深める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲松　優子欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＡ 4

　フランス史関連領域における博士論文のテーマ設定に向けて、関係する
知識を習得することを目指す。また、文書館等における史料調査の方法につ
いて理解する。

●準備学習の内容

●テキスト
授業時に指示する。

●参考書
授業時に紹介する。

●学生に対する評価
文献講読の準備および研究発表の内容について評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　年間をつうじて、文献の講読を行う。また、研究史の整理を随時発表しても
らう。これらをとおして研究の論点と博士論文執筆に向けて史料の概略を把
握する。

90歴史・環境文化科目



文献を講読し、研究発表の準備をする。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　フランス史関連領域における博士論文のテーマを設定するために、文献の
講読を引き続き行いながら、研究史の整理を行う。また、史料についても理解
を深め、博士論文で用いる史料を決定していく。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲松　優子欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＢ 4

　フランス史関連領域における博士論文のテーマを設定する。

●準備学習の内容

●テキスト
授業時に指示する。

●参考書
授業時に紹介する。

●学生に対する評価
文献講読の準備および研究発表の内容について評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　1年間をとおして、文献を読みながら、研究史をおさえる。フランス史関連領
域における博士論文のテーマと使用する史料について、研究発表を行う。

博士論文の執筆。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の完成に向けて指導する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲松　優子欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＣ 4

　フランス史関連領域の博士論文の完成。

●準備学習の内容

●テキスト
なし。

●参考書
授業時に適宜紹介する。

●学生に対する評価
研究に対する取り組み方と進捗状況。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　博士論文の完成に向けて、草稿を検討していく。

文献を読み、レジュメを作成する。また、自らの研究テーマについて発表して
もらう。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　フランス史関連領域における博士論文のテーマ設定に向けて、研究史の
整理を行い、同時に使用している史料について理解を深める。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲松　優子欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅣＡ 4

　フランス史関連領域における博士論文のテーマ設定に向けて、関係する
知識を習得することを目指す。また、文書館等における史料調査の方法につ
いて理解する。

●準備学習の内容

●テキスト
授業時に指示する。

●参考書
授業時に紹介する。

●学生に対する評価
文献講読の準備および研究発表の内容について評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　年間をつうじて、文献の講読を行う。また、研究史の整理を随時発表しても
らう。これらをとおして研究の論点と博士論文執筆に向けて史料の概略を把
握する。
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研究史上重要な文献を読み、発表のためのレジュメを作成する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　履修者の関心に従ってどのようなトピックスが調査可能であるのか探求し、
これの積み上げによって解明しうる問題を博士論文全体のテーマとして設
定する。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲丸　英起欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＡ 4

　近世・近代イギリス史に関する研究史を整理し、博士論文全体のテーマ
を設定する。

●準備学習の内容

●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
授業への参加度と、研究の進展度により総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　修士論文の成果を踏まえ、履修者の関心のある領域の研究史において不
足している点・修正すべき点を整理する。その上で、こうした問題点を是正
するのに必要な議論を立てるためにどのような史料が利用可能か探索する。

議論の流れが分かるようにレジュメを作成する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　履修者各自のテーマに沿って史料を収集し、これを解読してそれぞれのト
ピックスについての議論を立てる。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲丸　英起欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＢ 4

　近世・近代イギリス史に関する調査計画を実行する。

●準備学習の内容

●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
授業への参加度と、研究の進展度により総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　史料から各自の問題関心に沿って読み取った事実を研究史に即して解
釈し、これを報告する。
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博士論文の執筆。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　博士論文の完成に向けての指導を行う。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲丸　英起欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＣ 4

　近世・近代イギリス史に関する博士論文の完成。

●準備学習の内容

●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
授業への参加度と、研究の進展度により総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　博士論文全体の完成に向けて、各章ごとに検討してゆく。

議論の流れが分かるようにレジュメを作成する。

■単位 ■担当教員名

●授業計画

●授業の概要
　履修者各自のテーマに沿って史料を収集し、これを解読してそれぞれのト
ピックスについての議論を立てる。

●授業の到達目標及びテーマ

■授業科目名
仲丸　英起欧米歴史・環境文化論文指導特殊演習ⅤＢ 4

　近世・近代イギリス史に関する調査計画を実行する。

●準備学習の内容

●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
授業への参加度と、研究の進展度により総合的に評価する。
課題の実施結果については個々にコメントする。

　史料から各自の問題関心に沿って読み取った事実を研究史に即して解
釈し、これを報告する。
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