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コミュニケーション技法（WEB）  石原 孝臣
	   T1  S1  2  	  1

英語のリーディングⅥ 平沼 公子 	   S2  3  	  2
現代アメリカ事情Ⅰ 	   T1  3  	  3
現代アメリカ事情Ⅱ 	   T1  3  	  4
通訳の英語 平沼 公子 	   T2  3  	  5
日本古典文学史Ⅱ 中野 沙惠 	   T2  3  	  6
比較文学Ⅰ 李 哲権 	   T2  2  	  7
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ジェンダー論の基礎 北川 慶子 	   T2  3  	  14
国際経済論 真壁 哲夫 	   T2  4  	  15
国際関係論 真壁 哲夫 	   T4  4  	  16
国際機構論 真壁 哲夫 	   T4  4  	  17
漢字作品制作法Ⅰ 海野 濤山 	   T2  2  	  18
漢字かな交じり書法 海野 濤山 	   T1  3  	  19
漢文購読Ⅰ 古橋 紀宏 	   T2  2  	  20
漢文購読Ⅱ 古橋 紀宏 	   T1  S1  3  	  22
他者理解の技法 西村 美東士 	   T2  2  	  24
Webの表現技法 岡本 尚志 	   T1  S1  2  	  25
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古典語の研究 碁石 雅利 	   T2  4  	  9
現代語の研究 北原 博雄 	   T2  4  	  10

自己表現の技法 西村 美東士 	   T1  S1  4  	  13
ジェンダー論の基礎 北川 慶子 	   T2  4  	  14
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他者理解の技法 西村 美東士 	   T2  4  	  24
Webの表現技法 岡本 尚志 	   T1  S1  4  	  25

■ １年次入学生

■ ３年次編入学生
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コミュニケーション技法（WEB）

履修条件
なし

学習の目標
（１）Excelを用いて、種々の課題を果たす能力を身に付けることができます。
（２）特に、学生の苦手とする関数入力ができるようになります。
（３）グラフ作成を自在に行うことができます。

学習の内容
（１）Excelを用いて、「表組」、「計算の実行」、「グラフの作成」を演習する。
（２）数多くの基本的な演習問題を解く。
　　　（文字入力済みのファイルを使うので、関数入力が「当たり前」、「便利」と思えるようになる）
１．ガイダンス
２．入門編（Excelの起動と終了、データ入力の基礎、ワークシートの保存と印刷）
３．基本編１（表の作成、合計・平均の関数）
４．基本編２（表の体裁を整える）
５．基本編３（行・列の挿入と削除）
６．基本編４（絶対番地、最大・最小、データの件数）
７．基本編５（条件の判定）
８．基本編６（端数処理の関数）
９．グラフ編（棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど）
10．データベース編（ソート、検索と抽出、小計の挿入、データベース関数）
11．応用編１（RANK関数、VLOOKUP関数）
12．応用編２（HLOOKUP関数）
13．応用編３（INDEX関数）
14．応用編４（文字列操作関数）
15．まとめ

テキスト教材
“聖徳通信” でお知らせします。

評価の要点
（１）関数入力などが正確に行われているかどうか。
　　　（チェックプログラムを用いて、パソコンに調べさせる）
　　　（画面表示が同じように見えても、減点対象になることがある）
　　　（全角空白文字、半角空白文字、ヌル文字などに注意する）

履修上の注意事項や学習上の助言
（１）実践問題に即して、テキストで説明されていないような内容も取り扱う。
　　　（欠席すると途端に分からなくなる。よって、欠席しないこと）

（２）実習問題は必ず自分で関数入力すること。（テストの時に困るので）

レポート課題  
第1課題
1 　スクーリング中に課題を提示します。（Excel作成・File提出・メール添付）この課題を通信１単位部分のレポートとして扱います。

2単位  通信  面接

コミュニケーション技法（WEB）
Excelを使いこなそう！

石原　孝臣
No.

T005
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英語のリーディングⅥ

履修条件
なし

学習の目標
　様々なタイプの英文を読むことにより、英文を読む際に必要な語彙力・文法力はもちろんのこと、英文を理解するために必要な解釈のトレー
ニングをし、総合的な英文読解力を身に着けることを目指します。

学習の内容
１．ガイダンス
２．Essay/Journal 
３．Essay/Journal
４．Essay/Journal
５．Newspaper Article 
６．Newspaper Article
７．Novel
８．Novel
９．Novel
10．Academic English 
11．Academic English
12．Academic English
13．まとめ
14．まとめ
15．試験

テキスト教材
教材はプリントで配布します。

参考書
斎藤兆史・上岡伸雄『英語達人読本』（中央公論新社）
筒井正明『本格派のための「英文解釈」道場』（大修館書店）

評価の要点
　15限目の試験は、テキスト（スクーリング時配布のプリント）・ノート・辞書を使用し、授業でやった内容を踏まえてリーディング課題に取
り組むレポート形式のものです。
　毎時限の授業における取り組みの姿勢と、15限目の試験の結果を合わせ、総合的に判断・評価します。

（授業における取り組み50％　試験50％）

履修上の注意事項や学習上の助言
　英文解釈には、英語力はもちろんのこと、日本語力も必要です。スクーリング受講にあたっては、日本語でも新聞や評論など硬めの文章を読
み、語彙や表現に親しんでおくと良いでしょう。
　必ず英和・和英辞典を持参して下さい。

2単位  面接

英語のリーディングⅥ
英語で味わう名文たち

平沼　公子
No.

U003
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現代アメリカ事情Ⅰ

履修条件
なし

学習の目標
　アメリカ人のマナーや風習・習慣などについて知られていないことが多い。なぜそのような風習や習慣があり普及しているのか、比較文化の
見地から、それらの事柄についてアメリカ人自身がどう感じているのかを学習する。

学習の内容
１．unit １：ビタミン剤を頬張り元気百倍
２．unit ２：麦茶のように薄いコーヒー
３．unit ３：どこでも見かけるジョギング愛好家
４．unit ４：巨大な容器に入った牛乳
５．unit ５：自動車学校に行かずに運転免許取得
６．unit ６：試験後に教科書を売り出す大学生
７．unit ７：どんな時もきちんと他人を紹介する

テキスト教材
Eye on America: Japanese and American Views of U.S. Culture. Sanshusha, 2012

評価の要点
レポートの成績と科目終了試験の成績を勘案して、総合的に評価する。

履修上の注意事項や学習上の助言
教科書を丹念に読んで学習すること。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可

字数制限
なし  

第1課題
1 　テキストのunit 1〜unit 7までの本文を訳し、それぞれの単元の内容をまとめて提出してください。

1単位  通信  
現代アメリカ事情Ⅰ

比較文化の素材としてアメリカ人のマナーや風習・習慣などについて

No.

U050

“聖徳通信” ５月号でお知らせしている内容と同じです。
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現代アメリカ事情Ⅱ

履修条件
なし

学習の目標
　アメリカ人のマナーや風習・習慣などについて知られていないことが多い。なぜそのような風習や習慣があり普及しているのか、比較文化の
見地から、それらの事柄についてアメリカ人自身がどう感じているのかを学習する。

学習の内容
１．unit ８：他人を思いやるドアの閉め方
２．unit ９：行列の横入りを許さぬフェア精神
３．unit 10：酔っぱらいに容赦のないアメリカ社会
４．unit 11：喫煙を目の仇にする文化
５．unit 12：自動販売機がないアメリカの街
６．unit 13：買った商品でふざけ合う店員
７．unit 14：チップを渡す面倒な習慣
８．unit 15：量を減らした高齢者向けのメニュー

テキスト教材
Eye on America: Japanese and American Views of U.S. Culture. Sanshusha, 2012

評価の要点
レポートの成績と科目終了試験の成績を勘案して、総合的に評価する。

履修上の注意事項や学習上の助言
教科書を丹念に読んで学習すること。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可

字数制限
なし  

第1課題
1 　テキストのunit 8〜unit 15までの本文を訳し、それぞれの単元の内容をまとめて提出してください。

1単位  通信  
現代アメリカ事情Ⅱ

比較文化の素材としてアメリカ人のマナーや風習・習慣などについて

No.

U051

“聖徳通信” ５月号でお知らせしている内容と同じです。
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通訳の英語

履修条件
なし

学習の目標
　本科目では、通訳に必要な英語力の基礎を身に着けると同時に、ヒアリングと訳出の力を身に着けることを目指します。また、グローバル化
の時代における国際語としての英語への理解を深めます。

学習の内容
通訳とは、単に一つの言語からもう一つの言語へと言葉を置き換える作業ではなく、異文化の摩擦点でもあります。
この点を頭に入れた上で、以下のようにCD付テキストに取り組んでください。
１．まず、CDを聞きながらヒアリングを繰り返し、聞き取れた英文を文字に起こしてみる
２．１と英文スクリプトを比較し、自分で訳出してみる（ここでは日本語訳は見ない）
３．訳出した内容に関して、自分なりの意見・感想をメモする（ここで日本語訳を参照）
４．最後にシャドーウィング（CDの英語の後を追いかけて口に出し、同じように発音し真似する）
　１〜３の過程において、わからなかった表現・語彙が出てきた場合は随時暗記の対象として学習して下さい。
　もう一冊のテキストは、ロシア語同時通訳者の書いたものですが、通訳という営為全般への入門として大変良著ですので、よく読み、課題に
取り組んで下さい。

テキスト教材
鶴田知佳子・柴田真一 『ダボス会議で聞く世界の英語』（コスモピア）
米原万里『不実な美女か貞淑な醜女か』（新潮文庫）

参考書
鶴田知佳子・柴田真一 『英米リーダーの英語』（コスモピア）
日本通訳協会 『改訂新版 通訳教本 英語通訳への道』（大修館書店）

評価の要点
　レポートの第1課題は、どれだけ正確にヒアリング出来ているか、上手に訳せているかというよりも、どれだけ自分で自分の問題点を分析で
きているか、また工夫して課題に取り組んでいるかという点を評価します。
　レポートの第2課題は、テキストを熟読し、自身の考えを論述して下さい。

履修上の注意事項や学習上の助言
　レポートの提出にあたっては、自身の日々の学習の様子が評価されると考え、自習用のノート作りと同様に工夫して取り組んで下さい。
　英語はグローバル言語ですので、テキストに所謂「ネイティブ」の発音ではない話者のスピーチが多く含まれています。自身もノンネイティ
ブであることを意識しつつ、様々な英語を聞き取る能力を身に着けるため、柔軟な姿勢で取り組んで下さい。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可

字数制限
なし  

第1課題
1 　CD付テキストに収録されているスピーチのうち、1つを選び、「学習の内容」に書かれている１、２、３の過程をまとめたものを提出すること。

特に3は、「難しかった／簡単だった」などの感想のみではなく、実際のスピーチ内容に関しての時事的視点、及び自身の理解度・訳出の
完成度を客観的に評価した包括的な意見・感想を含めること。

第2課題
1 　テキスト『不実な美女か貞淑な醜女か』を読み、CD付テキストを学習した自身の経験と併せ、通訳という営為について論じなさい。

2単位  通信  
通訳の英語

グローバル時代の英語

平沼　公子
No.

U058
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日本古典文学史Ⅱ

履修条件
なし

学習の目標
　江戸時代前期の文学にはどのようなジャンルがあって、どのような特徴があるのか、また、それぞれのジャンルの文学はどのような事情で現
れたのか、ということを理解し、説明できるようにすることです。

学習の内容
１．ガイダンス
２．中世から近世へ、江戸時代文学の特徴
３．仮名草子の特徴
４．仮名草子の種類
５．浮世草子の特徴
６．貞門俳諧の特徴
７．談林俳諧の特徴
８．蕉風俳諧の特徴
９．歌舞伎
10．浄瑠璃
11．近松の浄瑠璃・元禄歌舞伎
12．狂歌・狂詩
13．儒学と漢詩文
14．国学と和歌

テキスト教材
乾安代他『日本古典文学史』（双文社出版）
中野沙惠『江戸時代文学史Ⅰ』（聖徳大学通信教育部）

参考書
秋山虔他編『日本古典文学史の知識』（有斐閣）
時代別日本文学史事典編集委員会編『時代別日本文学史事典近世編』（東京堂出版）など

評価の要点
江戸時代のそれぞれの文学や特徴を、正確に理解できているか。
それらがどのような背景でおこったか、どのように変わっていったか、などを理解できているか、を評価の重要な基準とします。

履修上の注意事項や学習上の助言
　きちんと説明されている参考文献をしっかり読んで下さい。また、参考文献に加えて実際にその分野の作品を読んで下さい。現代語訳のつけ
られたものでもよろしいです。また、レポートを作成するとき、引用文を、引用とわかる形で示し、参考文献名も必ずそれぞれの引用部分で示
して下さい。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可 2000字  

第1課題・第2課題
1 　以下４つの設題のうち、１つの課題につき１設題を選択、合計２設題を選択すること

 1 近世の文学の特徴をまとめなさい。

 2 仮名草子の特徴についてまとめなさい。仮名草子の作品を読んでからまとめること。

 3 貞門俳諧の特徴についてまとめなさい。

 4 西鶴の俳諧活動についてまとめなさい。

2単位  通信

日本古典文学史Ⅱ 中野　沙惠
No.

U073
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比較文学Ⅰ

履修条件
古典文学よりも現代文学に興味を持つ者

学習の目標
　文学は、「国文学」という名称があるように、国と民族を背景にした特殊な現象でもあれば、国と民族の枠を越えた普遍性を有した現象でもある。
比較文学は、そのような認識のもとに、伝播・影響・受容といった様々な関係の網の目の中において研究しようとするものである。ゆえに、受
講者は比較文学との出会いによって、一つの文学テクスト（≠文学作品）を史的認識のもとに批評的に解釈する力を身につけるだけでなく、国
際的な視野に立って、他の国の文学との比較対照という幅と深さと厚みを持った関係の中で考察する力を身につけることができる。

学習の内容
　使用教材の内容を主とし、テクスト解釈の方法と理論および実践の力を身につけるために参考書を通読し、課題遂行のためのテクネと力量を
獲得してほしい。
１．比較文学の存在理由　　　　　　　　 ６．文学・ジャンル・イズム
２．文学の領土化と脱領土化　　　　　　 ７．作品・テクスト・解釈・批評
３．文学のノマド的な現象　　　　　　　 ８．作家の死・読者受容論
４．文学・言語・翻訳・理論　　　　　　 ９．書く行為・エクリチュール
５．文学・神話・祭祀・形式　　　　　　 10．文学とは何か？（T・イーグルトン）

テキスト教材
イヴ・シュヴレル、小林茂訳『比較文学入門』（白水社）2009年

参考書
１．芳賀徹　他編　『講座　比較文学（全８巻）』（東京大学出版会）
２．T・イーグルトン、大橋洋一訳『文学とは何か』（岩波書店）
３．ブラム・ダイクストラ、富士川義之訳『倒錯の偶像』（パピルス社）
４．J=リシャール、有田忠郎訳『詩と深さ』（思潮社）
５．W.イーザー、轡田収訳『行為としての読書』（岩波書店）

評価の要点
１．課題テクストを読む誠実さ（テクストの隅々まで読んでおくこと）
２．テクスト解釈の方法・理論・力量
３．テクスト解釈に忠実であること（作品の時代背景・作家の伝記的事実の水増し的堆積は極力避けること）
４．資料・引用・注・参考書（必須）
５．文体（書く行為における職人的な性質・慣れ・滑らかさ・軽快さ）

履修上の注意事項や学習上の助言
　レポートを書く前に、森に入って切れ枝を集めるように、あるいは田んぼで落穂を拾うようにたくさん収集して自分の知識と教養の蔵を一杯
にしてから、おもむろにゆったりと快楽を覚えながら筆を取り上げること。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可

2000字
以上  

第1課題
1 　近代以前・近代・現代（日本）

 自分が得意とする分野から一作を取り上げ、教材または参考書に紹介されている解釈の理論・方法を用いて（模倣する・剽窃する）、比較
文学的な視点で論じなさい。

第2課題
1 　近代以前・近代・現代（日本）

 自分が得意とする分野からもう一作を取り上げ、教材または参考書に紹介されている解釈の理論・方法を用いて（模倣する・剽窃する）、
比較文学的な視点で論じなさい。

2単位  通信

比較文学Ⅰ
越境する文学テクスト

李　哲権
No.

U084
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日本文学特講Ⅰ

履修条件
なし

学習の目標
　王朝物語は言葉や思想、文化・歴史、生きる知恵、人間とは何か等、様々なことを教えてくれたり、虚構の世界に遊ぶ楽しさを教えてくれた
りする。『源氏物語』絵合巻に「物語の出で来はじめの親なる竹取の翁」とあるように、『竹取物語』は物語文学の嚆矢である。その『竹取物語』
から物語文学を考えてゆくことで、日本文学をより深く理解することを目標とする。物語の生成および誕生の背景、主題、後世への影響等を幅
広く学ぶことで、物語とは何か、ひいては文学とは何かを考える機会としたい。

学習の内容
（１）『竹取物語』の世界
　１．かぐや姫の生い立ち・貴公子たちの求婚
　２．仏の御石の鉢
　３．蓬莱の玉の枝
　４．火鼠の皮衣
　５．龍の首の玉
　６．燕の子安貝
　７．狩の行幸
　８．八月十五夜・富士の煙

（２）物語文学の世界（スクーリング）
　１．物語の誕生
　２．物語と異界
　３．物語と冒険
　４．物語と唐物
　５．物語と海彼の文学
　６．後世への影響
　７．物語の不思議

テキスト教材
大井田晴彦『竹取物語　現代語訳対照・索引付』（笠間書院）

参考書
テキスト116〜119頁参照。

評価の要点
〈レポート課題の要点〉
・作品をよく読んでいるか。また、疑問点についてよく調べ、よく考えているか。
・レポートとしての体裁が整っているか。

履修上の注意事項や学習上の助言
・実際に作品をよく読むこと。現代語訳だけでなく、語釈や補注にも目を通すこと。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
いずれか１設題を選択

1 　かぐや姫の心情の変化について、具体例を挙げて説明しなさい。

2 　『竹取物語』の主題について、根拠となる具体例を示して説明しなさい。

※テキストや研究書等の丸写しをしないように。

2単位  通信  面接

日本文学特講Ⅰ
物語と生きる―『竹取物語』を中心に―

No.

U085 正道寺　康子
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古典語の研究

履修条件
なし

学習の目標
古典文を原文で読み解くために、表現形式や慣用連語等に注目しながら、それらを活用する視点と捉え方を習得するとともに実践力を養う。

学習の内容
１．文の成分に分けて文の構造を捉える
２．係り結びと分の成分について整理する
３．格助詞非表出の構文
４．準体法の構文
５．同格の構文
６．知覚内容を表す構文
７．評価を表す構文
８．挿入の構文
９．対偶中止の構文
10．かかり受け交錯の構文
11．慣用連語「…こそあれ」「…だにあり」「…だにあるに（を）」
12．慣用連語「さるべき」
13．慣用連語「…もぞ」「…もこそ」
14．代表的な表現とその形式について認識する

テキスト教材
中村幸弘・碁石雅利『日本古典　文・和歌・文章の構造』（新典社）2012年

参考書
中村幸弘・碁石雅利『古典語の構文』（おうふう）2000年
佐伯梅友『古典読解のための文法　上下』（三省堂）1988年

評価の要点
　教養のための学習ばかりでなく、教育現場に立とうとする方をも意識した科目です。従って、古典文読解の実力が養成されなければ意味があ
りません。そのため、テキストを読んで概念的な理解をするだけでなく、必ず学習内容を原文に適用して実践することが要求されます。課題は
単なる論述ではなく、実力を問う形式としますから、暗記・繋ぎ合わせ・引き写しなどは一切通用しません。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポート課題の作成にあたっては、テキストをよく読み、内容を十分に理解した上で、読み手にわかりやすい日本語でまとめてください。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可 1000字  

第1課題
1 　『枕草子』「清涼殿のうしとらのすみの」の本文中、以下に示す個所から準体法の構文及び同格の構文をすべて抜き出し、その解法を示しなさい。

 ・小学館『新日本古典文学全集』49ページ、51ページ3行め〜10行め、53ページ4行め〜14行め

第2課題
1 　『源氏物語』薄雲巻「いかに罪や得らむとおぼす」について、『新日本古典文学大系　源氏物語二』（岩波書店） 222ページと『新日本古

典文学全集　源氏物語３』（小学館） 434ページ、それぞれの解釈を比較し、どちらが適切な処置をしているか判定しなさい。その理由
を表現形式の面から明確に記すこと。

※配本テキスト以外の文献は図書館等を利用して各自でご用意ください。

2単位  通信

古典語の研究
構文を意識した古典文の読解法を探る

碁石　雅利
No.

U086
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現代語の研究

履修条件
なし

学習の目標
英語と比較・対照しながら、日本語における、語の文法的な性質と意味的な性質を理解することができるようになる。

学習の内容
１．語の基本的な性質
２．語彙意味論
３．多義性と特質構造
４．生成レキシコン
５．複合名詞の意味解釈
６．語彙概念構造－動詞の意味分類－
７．語彙概念構造－使役・変化・項の表示－
８．名詞転換動詞
９．動詞の名詞化
10．名詞用法の動詞由来複合語
11．述語として働く動詞由来複合語
12．動作主名詞
13．派生接辞
14．日本語の複合動詞と英語の句動詞
15．語彙的複合動詞と統語的複合動詞　

テキスト教材
影山太郎著『形態論と意味』（くろしお出版）

評価の要点
レポート・試験では、テキストの内容把握だけでなく、自分で調べたことや自分の考えも論述すること。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポート課題の作成にあたっては、テキストをよく読み、内容を十分に理解した上で、読み手にわかりやすい日本語でまとめてください。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　完了用法の「た」、結果述語、「てある」構文を基準にして、「磨く」と「こする」という2つの動詞が変化動詞か活動動詞かを具体例を挙

げながら説明せよ。

第2課題
1 　次に挙げる、⑴と⑵の下線部のうち、どちらが語彙的複合動詞で、どちらが統語的複合動詞であるか。テキストで導入したテストを用い

て説明せよ。さらに、この区別が意味の違いにどのように反映されているかを述べよ。

 ⑴　隣に座っている人に話しかける。

 ⑵　もう少しで秘密を話しかけるところだった。

2単位  通信

現代語の研究
形態論と意味

北原　博雄
No.

U087
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比較文学Ⅱ

履修条件
古典文学よりも現代文学に興味を持つ者

学習の目標
　文学は、「国文学」という名称があるように、国と民族を背景にした特殊な現象でもあれば、国と民族の枠を越えた普遍性を有した現象でもある。
比較文学は、そのような認識のもとに、伝播・影響・受容といった様々な関係の網の目の中において研究しようとするものである。ゆえに、受
講者は比較文学との出会いによって、一つの文学テクスト（≠文学作品）を史的認識のもとに批評的に解釈する力を身につけるだけでなく、国
際的な視野に立って、他の国の文学との比較対照という幅と深さと厚みを持った関係の中で考察する力を身につけることができる。

学習の内容
　使用教材の内容を主とし、テクスト解釈の方法と理論および実践の力を身につけるために参考書を通読し、課題遂行のためのテクネと力量を
獲得してほしい。
１．比較文学の存在理由　　　　　　　　 ６．文学・ジャンル・イズム
２．文学の領土化と脱領土化　　　　　　 ７．作品・テクスト・解釈・批評
３．文学のノマド的な現象　　　　　　　 ８．作家の死・読者受容論
４．文学・言語・翻訳・理論　　　　　　 ９．書く行為・エクリチュール
５．文学・神話・祭祀・形式　　　　　　 10．文学とは何か？（T・イーグルトン）

テキスト教材
イヴ・シュヴレル、小林茂訳『比較文学入門』（白水社）2009年

参考書
１．芳賀徹他編『講座　比較文学（全８巻）』（東京大学出版会）
２．T・イーグルトン、大橋洋一訳『文学とは何か』（岩波書店）
３．ブラム・ダイクストラ、富士川義之訳『倒錯の偶像』（パピルス社）
４．J=リシャール、有田忠郎訳『詩と深さ』（思潮社）
５．W.イーザー、轡田収訳『行為としての読書』（岩波書店）

評価の要点
１．課題テクストを読む誠実さ（テクストの隅々まで読んでおくこと）
２．テクスト解釈の方法・理論・力量
３．テクスト解釈に忠実であること（作品の時代背景・作家の伝記的事実の水増し的堆積は極力避けること）
４．資料・引用・注・参考書（必須）
５．文体（書く行為における職人的な性質・慣れ・滑らかさ・軽快さ）

履修上の注意事項や学習上の助言
　レポートを書く前に、森に入って切れ枝を集めるように、あるいは田んぼで落穂を拾うようにたくさん収集して自分の知識と教養の蔵を一杯
にしてから、おもむろにゆったりと快楽を覚えながら筆を取り上げること。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可

2000字
以上  

第1課題
1 　近代以前・近代・現代（外国）

 自分が得意とする分野から一作を取り上げ、教材または参考書に紹介されている解釈の理論・方法を用いて（模倣する・剽窃する）、比較
文学的な視点で論じなさい。

第2課題
1 　近代以前・近代・現代（外国）

 自分が得意とする分野からもう一作を取り上げ、教材または参考書に紹介されている解釈の理論・方法を用いて（模倣する・剽窃する）、
比較文学的な視点で論じなさい。

2単位  通信

比較文学Ⅱ
越境する文学テクスト

李　哲権
No.

U101



12　　2014年『文学科』（別冊１）

日本文学特講Ⅱ

履修条件
なし

学習の目標
　王朝物語は言葉や思想、文化・歴史、生きる知恵、人間とは何か等、様々なことを教えてくれたり、虚構の世界に遊ぶ楽しさを教えてくれた
りする。日本文学特講Ⅱでは、『源氏物語』に登場する女君について、その描写から性格・容姿・感情・生き方などを探る。物語に描かれた人々
の喜怒哀楽を味わい、生き方を理解することを目標とする。 

学習の内容
１．桐壺の更衣　　　　　　　 ９．朧月夜の君
２．藤壺の宮　　　　　　　　 10．明石の君
３．葵の上　　　　　　　　　 11．玉鬘
４．紫の上　　　　　　　　　 12．女三の宮
５．六条の御息所　　　　　　 13．雲居の雁と落葉の宮
６．夕顔　　　　　　　　　　 14．宇治の大君と中の君
７．空蝉　　　　　　　　　　 15．浮舟
８．末摘花

テキスト教材
瀬戸内寂聴『源氏物語の女君たち』（NHK出版）

参考書
新編日本古典文学全集『源氏物語』①〜⑥（小学館）

『人物で読む源氏物語』全20巻（勉誠出版）
三田村雅子『NHK　100分de名著　紫式部　源氏物語』（NHK出版）

評価の要点
〈レポート課題の要点〉
・作品をよく読んでいるか。具体例が的確か。
・レポートとしての体裁が整っているか。

〈試験評価の要点〉
・記述式問題を出題。分かりやすく説明しているか。また、結論は明確か。

履修上の注意事項や学習上の助言
・実際に作品をよく読むこと。

レポート課題 タテ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　学習の内容のうち、１〜15の登場人物で興味のある人物を一人選び、性格や生き方について具体例を挙げて説明しなさい。その上で、物

語の中で果たした役割を述べさない。
※実際に作品を読んだことが分かるようにまとめること。また、テキストや研究書等の丸写しをしないように。

第2課題
いずれか１設題を選択

1 　『源氏物語』に描かれた嫉妬心について、具体例を挙げて説明しなさい。

2 　『源氏物語』に描かれた不義密通について、具体例を挙げて説明しなさい。

3 　『源氏物語』に描かれた結婚について、具体例を挙げて説明しなさい。

4 　『源氏物語』に描かれた出家について、具体例を挙げて説明しなさい。

2単位  通信  
日本文学特講Ⅱ

物語と生きる―『源氏物語』を中心に―

No.

U102 正道寺　康子
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自己表現の技法

履修条件
なし

学習の目標
①　自己表現の種類と効果を知っている。
②　質問にわかりやすく答えることができる。
③　自己表現を評価することができる。

学習の内容
１．技法の種類：聞く・言う（言語）、見る・見せる（絵、ジェスチャー、表情）
２．自己表現とは何か、自己表現は何のためにするか（何を伝えたいか）
３．伝えたいものを整理する・まとめる：準備編、情報収集、バックデータを使う
４．よりよく伝える方法：ロジカルにやるか別の流れにするか、結論を始めに述べてやるか最後にまとめるか（イントロ、本題、まとめ）
５．他の表現も使う：図で見せる､写真を示す、音を聞かせる
６．短時間でよく理解できる表現の定石集（論点はいくつありますと述べて、指でカウントする）
７． 質問に答える定石集１：質問の意図は何か、何を求めているか、キーワードは何か、難しい質問を受けたときのこなし方（一呼吸する、相

手のキーワードを利用する、質問を確認する、キーワードを説明してもらう）、わからないとき、答えられないときは、知っている範囲で
誠実に答える。

８．質問に答える定石集２：否定するか､肯定するか：全面否定と全面肯定は避ける、曖昧さは残さない、明言する、一長一短があることを前
提に話す

９．質問に答える定石集３：専門性の高い内容について聞かれたら（相手の知識レベルに合わせてやさしく答える）、態度はどうするか（明るく、
前向き、建設的に答える）、妙に元気なのは不自然、即答は避ける、思慮深さを感じる程度のスピードで。

10．緊張したときはどうするか：緊張ほぐしの暗示をかける、策を立てる、冷静に状況をつかみ直す（相手はこの内容を私以上には知らないこ
とだ、もっとハッキリ言えば、今日の私の朝飯のおかずは誰も知らない）、相手を始めにコントロールする､支配下に置く、しゃべらない限
りは､相手は知り得ないんだと、暗示をかける、自分の優位性を自己確認する、力関係で優位に立つ方法があれば全て使う

11．やってはいけない表現集：呼びつけ、指さし、棒指し、癖（「エー」の連発）、口癖（要するに）、アレ（代名詞頻発型）、若者用語、流行語、
無教養語は使わない。

12．自己表現を評価する１：状況を反映しているか､相手が誰か、ねらいは何かに合わせているか
13．自己表現を評価する２：言葉づかいはよいか、間合いは良いか､無駄な言葉あるか
14．自己表現を評価する３：論理、展開、流れ、感情、訴え
15．まとめ：自己表現に関する問答（インターネット上で、受講者対講師、受講者同士で討論します。）

テキスト教材
指定しない。必要な資料はすべてインターネット上で提供する。
http://mito3.jp/ccc/
※インターネット環境が不可能な学生は事務局までご相談ください。

参考書
インターネット上で提示する。

評価の要点
レポートを学習目標の到達度の観点から評価する。（100％）

履修上の注意事項や学習上の助言
インターネットを利用できるよう環境を整えてください。Iモードなどの携帯電話でもアクセスは可能です。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　指定された表現について、良い点、悪い点を指摘し、良い自己表現となるように修正しなさい。

2単位  通信  面接

自己表現の技法 西村　美東士
No.

U111
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ジェンダー論の基礎

履修条件
なし

学習の目標
　男女ともに対等な社会の構成員として、社会的・文化的活動を行い、自己実現を果たすことができる社会の実現をめざし、これまでのジェン
ダーによる様々な社会的課題をふり返り、真の男女共同参画社会の形成に資する基礎的知識を身につける。

学習の内容
１．ジェンダーの語源と用法（ジェンダー論とは何か）
２．ジェンダー論の歴史（ジェンダーをとらえなおす）
３．家族とジェンダー（見直す家族のあり方）
４．無償労働と家庭や社会の慣行（生活環境をとらえ直す）
５．労働とジェンダーと法制（男女の労働を考える）
６．少子高齢社会と未婚化・晩婚化（男女の意識と社会のあり方）
７．ジェンダーと教育（教育の男女格差の歴史を知る）
８．教育からジェンダー克服への道（学歴・分野の変化）
９．ジェンダーから男女共同参画へ（意識と行動の変容）
10．企業がめざす男女共同参画（職場慣行からの脱皮）
11．ライフスタイルの変化（生き方の多様化とワーク・ライフ・バランス）
12．日常生活の中での男女共同参画（家庭・地域・職場）
13．人の尊厳とそれを脅かすもの（暴力・虐待）
14．グローバリゼーションと男女共同参画社会（日本のジェンダーギャップ）
15．男女共同参画社会の実現課題（自己点検）

テキスト教材
千田有紀他著『ジェンダー論をつかむ』（有斐閣）2013年

参考書
『男女共同参画白書（各年版）』（内閣府）

評価の要点
　レポートの課題を的確にとらえ、参考文献の用い方を含めて評価します。論述の論旨に自分の考え方が反映されているかどうかはレポートの
重要な要素です。法制の過程も学んでおいてください。

履修上の注意事項や学習上の助言
レポート提出にあたってはテキストを読むことは当然ですが、他の書籍も活用し、広い視点からジェンダーをとらえることが必要です。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　自分のジェンダーチェックを最低15項目を設定したうえで、各項目毎に自分のジェンダー度をコメントして下さい。

第2課題
1 　ジェンダーフリーの考え方や雇用の場での性別格差の解消を実現するうえで、真のワーク・ライフ・バランスとはどのようなものである

かを論じて下さい。

2単位  通信

ジェンダー論の基礎
ジェンダーギャップの最小化をめざして

北川　慶子
No.

U154
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国際経済論

履修条件
なし

学習の目標
１．「グローバル化」が具体的にどのように展開しているかを理解できる。
２．「グローバル化」が生み出した問題を理解できる。
３．「グローバル化」が生み出した問題を解決する動きを理解できる。
４．日本に引き寄せて「グローバル化」を考えることができる。

学習の内容
　21世紀に入り、中国・インドなどの新興国の急速な成長が見られ、その後、2008年に世界の中心国である米国発のリーマンショックが世
界を震撼させ、「グローバル化：が新たな段階に入ったことを予感させた。ここでは以下のように、「グローバル化」を軸としつつ、その広範な
広がりを見ていく。
１．グローバル化対地域化
２．世界貿易の姿
３．企業の世界的展開
４．国際通貨体制
５．世界の人口
６．食糧問題
７．エネルギー・資源問題
８．環境問題
９．南北問題
10．EUの展開
11．東アジア経済圏
12．軍事問題
13．NPO活動

テキスト教材
西川潤著『新・世界経済入門』（岩波新書）

参考書
猪木武徳著『戦後世界経済史ー自由と平等の視点から』（中公新書）

評価の要点
・レポートについては、課題を的確に捉えてまとめているかで評価します。
・科目終了試験については、論述中心ですが、暗記内容を記載するのではなく、要点を踏まえて自分自身の考えなども述べてください。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポート課題の作成にあたっては、テキストをよく読み、内容を十分に理解した上で、読み手にわかりやすい日本語でまとめてください。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　グローバル化は日本の貿易ではどのような現象として展開してきたかを記述しなさい。

第2課題
1 　グローバル化は日本の直接投資ではどのような現象として展開してきたかを記述しなさい。

2単位  通信

国際経済論
21世紀の世界経済のグローバル化を見る

真壁　哲夫
No.

U159
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国際関係論

履修条件
なし

学習の目標
１．国際秩序を「共通利益と共通価値」の考え方を軸に理解できる。
２．国際秩序を「均衡の体系」「協調の体系」「共同体の体系」の組み合わせで理解できる。
３．具体的に国際秩序が18世紀以降の世界でどのように展開したかを理解できる。
４．「太平洋の世紀」について自分なりの意見を持つことができる。

学習の内容
世界の国々は歴史の刻印を打たれた国際環境の下で自己の安全を確保しつつ発展を図る。他国との合従連衡が展開される。
ここでは国際環境の変化と、そのもとでの国際秩序の変貌を振り返って、未来への教訓を学ぶ。
１．国際秩序の構造（「共通利益と共通価値」）
２．均衡の体系
３．協調の体系
４．共同体の体系
５．18世紀の世界秩序
６．ウィーン体制
７．ビスマルク体制
８．国際秩序のグローバル化
９．二度の世界大戦
10．大西洋の時代
11．冷戦期の国際秩序
12．「新世界秩序」
13．「太平洋の世紀」

テキスト教材
細谷雄一著『国際秩序ー18世紀ヨーロッパから21世紀アジアへ』（中公新書）

参考書
藤原帰一著『新編　平和のリアリズム』（岩波現代文庫）

評価の要点
・レポートについては、課題を的確に捉えてまとめているかで評価します。
・科目終了試験については、論述中心ですが、暗記内容を記載するのではなく、要点を踏まえて自分自身の考えなども述べてください。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポート課題の作成にあたっては、テキストをよく読み、内容を十分に理解した上で、読み手にわかりやすい日本語でまとめてください。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　18世紀欧州の国際秩序の特徴を「均衡の体系」の考え方を用いて説明しなさい。

第2課題
1 　「ウィーン体制」を「均衡の体系」と「協調の体系」の考え方を用いて説明しなさい。

第3課題
1 　第二次世界大戦の冷戦下の国際秩序を「ウィーン体制」と比較しなさい。

第4課題
1 　「太平洋の世紀」が直面している課題を整理して、日本が何をなすべきかを述べなさい。

4単位  通信

国際関係論
国際秩序の構造と歴史を学ぶ

真壁　哲夫
No.

U160
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国際機構論

履修条件
なし

学習の目標
１．IMFが設立された背景を理解する。
２．IMFの役割について、当初のそれだけでなく、多くの金融危機を経る中で発展してきたそれを理解する。
３．リーマンショックによって起きた世界的金融危機を経験して提案されている改革案を理解する。

学習の内容
　第二次世界大戦後の国際機構は政治システムでは国際連合、金融システムではIMF、貿易システムではGATT、その後継組織であるWTOが
中心的組織である。その中でIMFを取り上げ、その設立の背景から現在に至る変貌ぶりを学ぶ。
１．IMF設立の背景（ブレトンウッズ会議）
２．IMFの役割
３．ニクソンショック
４．石油危機
５．新たな融資プログラム
６．ラテンアメリカ危機
７．ワシントン・コンセンサス
８．メキシコ危機
９．アジア危機
10．リーマンショックと世界的金融危機
11．国際金融改革とIMF

テキスト教材
大田英明著『IMF（国際通貨基金）ー使命と誤算』（中公新書）

参考書
竹森俊平著『1997年ー世界を変えた金融危機』（朝日新書）

評価の要点
・レポートについては、課題を的確に捉えてまとめているかで評価します。
・科目終了試験については、論述中心ですが、暗記内容を記載するのではなく、要点を踏まえて自分自身の考えなども述べてください。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポート課題の作成にあたっては、テキストをよく読み、内容を十分に理解した上で、読み手にわかりやすい日本語でまとめてください。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　ＩＭＦが設立された経緯と、当初の役割はなんであったかを記述しなさい。

第2課題
1 　ラテンアメリカの資本収支危機ではＩＭＦは課題を何だと考え、どのようなプログラムを提起し、その結果はどうであったかを記述しなさい。

第3課題
1 　アジア危機ではＩＭＦは課題を何だと考え、どのようなプログラムを提起し、その結果はどうであったかを記述しなさい。

第4課題
1 　リーマンショックと世界的金融危機がＩＭＦに新たに提起した課題は何かを記述しなさい。

4単位  通信

国際機構論
世界の金融システムを担う国際機構であるIMFを学ぶ

真壁　哲夫
No.

U161
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漢字作品制作法Ⅰ

履修条件
なし

学習の目標
（１）中国書道史上代表的な古典の歴史的意義と内容の理解、その書体の魅力を反映させた造型の基礎力を育成することを目的とする
（２）①書の基本である楷書の代表的古典を学びこれにバランスを考慮して半折に縮めることができる
　　 ②行書としての代表的な古典を学び、行書を半折作品として書くことができる
　　 ③学んだ原理や知識の応用として実際的な作品に即した書き方が半切以上に書ける

学習の内容
１．ガイダンス　作品制作を通して学ぶことに対してのディスカッション
２．楷書・雁塔聖教序の研究①
３．楷書・雁塔聖教序の研究②
４．楷書・雁塔聖教序の研究③
５．行書・集字聖教序の研究①
６．行書・集字聖教序の研究②
７．行書・集字聖教序の研究③
８．行書・召渓詩巻の研究①
９．行書・召渓詩巻の研究②
10．行書・召渓詩巻の研究③
11．行草書・王鐸の研究①
12．行草書・王鐸の研究②
13．行草書・王鐸の研究③
14．隷書・曹全碑の研究①
15．隷書・曹全碑の研究②

テキスト教材
プリントを教材として配布する。

参考書
授業計画における各古典

評価の要点
成績評価の基準：平常の提出物（レポート・試験）を評価する。

履修上の注意事項や学習上の助言
内容を高めるために自主的態度が求められます。
練度の高い作品ほど評価に直結することになるため、自宅学習を奨励したい。
また、その努力を評価する。

レポート課題 タテ書 ワープロ
不可  

  『シラバス・レポート課題集（文学科）』巻頭の「その他のレポート送付について」（ⅲ頁）により送付してください。

第1課題
1 　レポート課題内容は配布プリントで指示します。

第2課題
1 　レポート課題内容は配布プリントで指示します。

2単位  通信

漢字作品制作法Ⅰ
古典の風格による作品研究

海野　濤山
No.

U183
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漢字かな交じり書法

履修条件
なし

学習の目標
（１）日本の古典である三蹟の書道史的意義と内容の理解・書体の魅力を前期学んだ基礎力を生かし運筆の妙を応用できることを目的とする。
（２）①日本の代表的古典を学び、この古典の美的要素を半折に表現することができる。
　　 ②三蹟の特長をそれぞれ学び日本的優美を作品に表現することができる。
　　 ③学んだ知識の応用として漢字かな混じり文での作品半切1/2に制作できる。

学習の内容
１．ガイダンス
２．小野道風・玉泉帖の研究①
３．小野道風・玉泉帖の研究②
４．小野道風・玉泉帖の研究③
５．藤原佐理・離洛帖の研究①
６．藤原佐理・離洛帖の研究②
７．藤原佐理・離洛帖の研究③
８．藤原行成・本能寺切の研究①
９．藤原行成・本能寺切の研究②
10．藤原行成・本能寺切の研究③
11．漢字かな交じり文の作品制作研究①
12．漢字かな交じり文の作品制作研究②
13．漢字かな交じり文の作品制作研究③
14．漢字かな交じり文の作品制作研究④
15．漢字かな交じり文の作品制作研究⑤

テキスト教材
プリントを教材として配布する

参考書
授業計画における各古典

評価の要点
成績評価の基準：平常の提出物（レポート・試験）を評価する

履修上の注意事項や学習上の助言
内容を高めるために自主的態度が求められます。
練度の高い作品ほど評価に直結することになるため、自宅学習を奨励したい。
また、その努力を評価する。

レポート課題 タテ書 ワープロ
不可  

  『シラバス・レポート課題集（文学科）』巻頭の「その他のレポート送付について」（ⅲ頁）により送付してください。

第1課題
1 　レポート課題内容は配布プリントで指示します。

1単位  通信

漢字かな交じり書法
古典の風格による書作品制作

海野　濤山
No.

U185
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漢文講読Ⅰ

履修条件
なし

学習の目標
①長文の漢文に適切な訓点を付け、正確に訓読できるようになること。
②漢文の背景についての知識を応用して、漢文の内容を正しく読解できるようになること。
③東アジアの伝統文化の中心の一つである儒家思想を理解すること。

学習の内容
　儒家思想を代表する文献の一つ『孟子』を取り上げ、初めにその歴史的背景および孟子の伝記と思想の概略を理解し、続いてその主要な部分
の原文を訓読の方法によって読解していきます。
１．孟子思想の時代背景（テキスト①p15〜p33）
２．孟子の人と思想（テキスト①p35〜p58）
３．『孟子』講読―梁恵王上篇―（テキスト①p59〜p99、テキスト②一章・三章・四章・五章・六章・七章）
４．『孟子』講読―梁恵王下編―（テキスト①p100〜p122、テキスト②八章・一四章・一五章・一七章・十八章・二三章）

テキスト教材
①貝塚茂樹『孟子』（講談社学術文庫）（講談社）2004年
②西岡市祐編『標註孟子』（笠間書院）1988年

参考書
古田島洋介・湯城吉信『漢文訓読入門』（明治書院）2011年
湯浅邦弘「新出土文献と孟子の思想」（貝塚茂樹訳『孟子』所収）（中央公論新社）2006年
加賀栄治『孟子』（清水書院）1980年
宇野精一『孟子』（全釈漢文大系）（集英社）1973年
渡邊卓『孟子』（中国古典新書）（明徳出版社）1971年
内野熊一郎『孟子』（新釈漢文大系）（明治書院）1962年

評価の要点
・ レポート第１課題については、テキスト①の書き下し文の訓読に従って、テキスト②の本文に正しく返り点・送り仮名・連読符号が付けられ

ているかによって評価します。
・レポート第２課題については、参考文献を踏まえた上で、漢文文献の原典の調査に基づく例証がなされているかによって評価します。
・ 科目終了試験については、書き下し文の訓読に従って返り点・送り仮名・連読符号を付ける問題、および『孟子』の思想についての論述問題

を出題します。

履修上の注意事項や学習上の助言
・ レポート第１課題の作成にあたって、『孟子』書き下し文の歴史的仮名遣いについては、参考書の宇野精一『孟子』・内野熊一郎『孟子』を参

考にしてください。但し、テキスト①の訓読とは異なる所があるので注意してください。また、連読符号（ハイフン）等の漢文訓読法につい
ては、参考書の『漢文訓読入門』を参照してください。

・ レポート第２課題の作成にあたっては、テキストや参考書等を参照して､各自のレポート記述の根拠となる漢文文献の原典（『孟子』のほか、
例えば『論語』・『荀子』・『史記』等）を確認・調査し、その原文を書き下し文で引用するようにしてください。原典は、「新釈漢文大系」（明
治書院）・「全釈漢文大系」（集英社）を利用して構いませんが、引用する場合は篇名を明記してください。原典を確認することができず、教科書・
参考書等の記述を転記する場合は、その旨を明記してください。

2単位  通信

漢文講読Ⅰ
漢文で読む中国思想

古橋　紀宏
No.

U191
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漢文講読Ⅰ

レポート課題  
課題ごとに提出方法が異なります。第１課題と第２課題は別々に提出してください。

第1課題　 タテ書 ワープロ
不可  テキスト②ｐ22〜ｐ29のコピーを貼付したもの

 テキストの該当ページをコピーし、解答を記入して、『シラバス・レポート課題集（文学科）』巻頭の「その他のレポート送付について」
（ⅲ頁）により送付してください。

1 　テキスト②七章（p22〜p29）の本文（上欄の注解は除く）に、テキスト①の書き下し文（p83〜p87）の訓読に従って、送り仮名を記
入しなさい。但し、テキスト①の書き下し文は現代仮名遣いで表記されているが、送り仮名は歴史的仮名遣いで記入すること。また、テ
キスト②の返り点を改めたり、連読符号を加えたりする必要がある場合には、それらを改訂・付加すること。終了後、テキスト②の上記
箇所をコピーして提出しなさい。

第2課題　 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

1 　『孟子』に見える思想の一部を取り上げ、春秋戦国時代の他の思想との関連に言及しつつ説明しなさい。
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漢文講読Ⅱ

履修条件
なし

学習の目標
①長文の漢文に適切な訓点を付け、正確に訓読できるようになること。
②漢文文献の諸注釈を踏まえて、漢文の内容を正しく読解できるようになること。
③東アジアの伝統文化の中心の一つである儒家思想を理解すること。

学習の内容
儒家思想を代表する文献の一つ『孟子』を取り上げ、その主要な部分の原文を訓読の方法によって読解していきます。
１．『孟子』講読―公孫丑上篇―（テキスト①p123〜p144、テキスト②二五章・二九章・三〇章）
２．『孟子』講読―公孫丑下篇―（テキスト①p145〜p162、テキスト②三三章・三四章・三七章・四四章）
３．『孟子』講読―滕文公上篇―（テキスト①p163〜p186、テキスト②四九章・五〇章）
４．『孟子』講読―滕文公下編―（テキスト①p187〜p197、テキスト②五三章・六〇章）
５．『孟子』講読―離婁上篇―（テキスト①p198〜p214、テキスト②六二章・六五章・六六章・七〇章・七一章・七三章・七六章・八二章・

八四章）
６．『孟子』講読―離婁下篇―（テキスト①p215〜p232、テキスト②九二章・九九章・一〇〇章・一〇一章・一〇三章・一〇七章・一〇八章・

一一〇章）
７．『孟子』講読―万章上篇―（テキスト①p233〜p242、テキスト②一二三章・一二七章）
８．『孟子』講読―万章下編―（テキスト①p243〜p253、テキスト②一三二章・一三六章・一三九章・一四〇章）
９．『孟子』講読―告子上篇―（テキスト①p254〜p273、テキスト②一四一章・一四二章・一四三章・一四四章・一四六章・一四七章・一

五五章・一五六章）
10．『孟子』講読―告子下篇―（テキスト①p274〜p279、テキスト②一六七章・一六九章）
11．『孟子』講読―尽心上篇―（テキスト①p280〜p287、テキスト②一七七章・一七八章・一七九章・一八〇章・一九一章・一九六章）
12．『孟子』講読―尽心下編―（テキスト①p288〜p293、テキスト②二二四章・二二五章・二三六章・二四八章）
 スクーリングについては、レポート課題の該当部分を中心に、以下の内容で行います。
13．漢文訓読法の確認と応用
14．『孟子』の解釈史
15．『孟子』の思想とその解釈―性善説・経済論を中心に―

テキスト教材
①貝塚茂樹『孟子』（講談社学術文庫）（講談社）2004年
②西岡市祐編『標註孟子』（笠間書院）1988年

参考書
古田島洋介・湯城吉信『漢文訓読入門』（明治書院）2011年
湯浅邦弘「新出土文献と孟子の思想」（貝塚茂樹訳『孟子』所収）（中央公論新社）2006年
加賀栄治『孟子』（清水書院）1980年
宇野精一『孟子』（全釈漢文大系）（集英社）1973年
渡邊卓『孟子』（中国古典新書）（明徳出版社）1971年
内野熊一郎『孟子』（新釈漢文大系）（明治書院）1962年

評価の要点
・ レポート課題については、テキスト①の書き下し文の訓読に従って、テキスト②の本文に正しく返り点・送り仮名・連読符号が付けられてい

るかによって評価します。
・スクーリングについては、課題に対する取り組み、及び提出された授業内レポートによって評価します。

履修上の注意事項や学習上の助言
・ レポート課題の作成にあたって、『孟子』書き下し文の歴史的仮名遣いについては、参考書の宇野精一『孟子』・内野熊一郎『孟子』を参考に

してください。但し、テキスト①の訓読とは異なる所があるので注意してください。また、連読符号（ハイフン）等の漢文訓読法については、
参考書の『漢文訓読入門』を参照してください。

・スクーリングには必ず漢和辞典を持参してください（電子辞書も可）。

2単位  通信  面接

漢文講読Ⅱ
漢文で読む中国思想

古橋　紀宏
No.

U192
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漢文講読Ⅱ

レポート課題 タテ書 ワープロ
不可

 テキストの該当ページをコピーし、解答を記入して、『シラバス・レポート課題集（文学科）』巻頭の「その他のレポート送付について」
（ⅲ頁）により送付してください。

第1課題
1 　テキスト②二九章（p59〜p61）・四九章（p82〜p85）・一四二章（p173）・一四六章（p176〜p178）の各本文（上欄の注解は除く）に、

テキスト①の書き下し文（p139、p164〜p166、p257、p264〜265）の訓読に従って、送り仮名を記入しなさい。但し、テキス
ト①の書き下し文は現代仮名遣いで表記されているが、送り仮名は歴史的仮名遣いで記入すること。また、テキスト②の返り点を改めたり、
連読符号を加えたりする必要がある場合には、それらを改訂・付加すること。終了後、テキスト②の上記箇所をコピーして提出しなさい。

テキスト②p59〜p61・p82〜p85・p173・
p176〜p178のコピーを貼付したもの



24　　2014年『文学科』（別冊１）

他者理解の技法

履修条件
なし

学習の目標
①　ときと場面に応じた他者理解の種類と効果を知っている。
②　他者を理解しようとする態度をとることができる。
③　他者理解の技法を知っている。

学習の内容
学習の内容
１．他者の種類：仲間、上司、先輩、母親、客、子ども、高齢者、年齢別、立場別、性別、目的別
２．どんなときに他者理解の技法が必要か：対人、機能発揮、目的達成、緊急時、とっさの判断、即決、相談に乗る、指導する、関心をひく、

やり込める
３．精神・態度は何か：誠実さや興味関心だけではだめ、目線、対等路線、援助者、サポーター、支援者として
４．他者理解べからず集：思い込み、早とちり､決めつけ、価値の押しつけは避ける
５．他者をどう理解するか１：同意する、支持する
６．他者をどう理解するか２：相手の判断基準を把握する
７．他者をどう理解するか３：本人のことを客観的に知らせる、足りない情報があれば示す
８．他者をどう理解するか４：他者の発する信号は何かを分析する、感度の良い信号把握法
９．他者をどう理解するか５：他者と自己の関係性を明瞭にする
10．他者をどう理解するか６：他者理解のフローチャート
11．他者理解を評価する
12．ありがちな他者不理解のケースと改善策１：仲間、同僚、客
13．ありがちな他者不理解のケースと改善策２：夫婦、親子
14．ありがちな他者不理解のケースと改善策３：上司、目上の人
15．まとめ：他者理解に関する問答（インターネット上で、受講者対講師、受講者同士で討論します。）

テキスト教材
指定しない。必要な資料はすべてインターネット上で提供する。
http://mito3.jp/ccc/
※インターネット環境が不可能な学生は事務局までご相談ください。

参考書
インターネット上で提示する。

評価の要点
レポートを学習目標の到達度の観点から評価する。（100％）

履修上の注意事項や学習上の助言
インターネットを利用できるよう環境を整えてください。Iモードなどの携帯電話でもアクセスは可能です。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 1600字  

第1課題
1 　指定された会話１について、良い点、悪い点を指摘し、良い会話となるように修正しなさい。

第2課題
1 　指定された会話２について、良い点、悪い点を指摘し、良い会話となるように修正しなさい。

2単位  通信  
他者理解の技法 西村　美東士

No.

U214
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Webの表現技法

履修条件
なし

学習の目標
WebデザインとHTMLの基礎知識を学び、一人でWebページを制作できるようになること。
スクーリングでは、Webページ制作の演習授業を行います。

学習の内容
Webサイトの閲覧できる仕組みとHTMLの基礎を学び、CSSを用いた見やすく綺麗なWebページを制作する。
１．Webサイトとは
２．Webサイトの仕組み
３．HTMLの概要
４．著作権
５．制作・企画
６．Webデザイン
７．Webのレイアウト
８．Webの配色
９．HTML5とは
10．簡単なWebページの作成
11．実践的なWebページの作成
12．CSS
13．Webサイト制作の実例
14．HTML5の新要素や応用技術
15．まとめ

テキスト教材
影山明俊・石上美季子著『30時間アカデミックWebデザイン』（実教出版）

参考書
なし

評価の要点
・レポートについては、ポイント全体を見渡せているかどうかを評価します。
・スクーリングの評価は、スクーリング中に複数回指定する課題を提出して頂き、評価します。

履修上の注意事項や学習上の助言
・レポートについては、教科書だけでなく、図書館やインターネットの情報も参考にして構いませんが、自分自身の言葉でまとめてください。
・スクーリング受講にあたっては、事前に教科書の3章以降を通読し、予習しておくことが望ましい。

レポート課題 ヨコ書 ワープロ
可 800字  

第1課題
1 　教科書1・2章およびp.160〜162を読み、「良いWebサイトを制作するにはどうすれば良いか」を800字以内でまとめなさい。

2単位  通信  面接

Webの表現技法
HTML5を使ったホームページ制作

岡本　尚志
No.

U218
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