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授 業 名  歴史学概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名  Introduction to History 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担 当 者  工藤美和子 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

歴史はいつ誕生し、その地位を確固たるものとしたのか、そして今、グローバリズム社会のなかで歴史が果たす

役割はあるのかについて哲学的・宗教的・社会的など多様な視点から問い直すことを学ぶ。 

学 習 成 果 

到 達 目 標 

歴史学の名言「歴史とは何か」（E・H・カ―の言葉）について考える。 
 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義中の小テスト       ) ☑(講義に対する意欲                  ) 

テ キ ス ト 随時配布する。 

参 考 書  講義中に指摘。 

留 意 事 項 
質問や不明な点がある場合は必ず質問すること。講義中の私語や携帯・スマホの使用は厳禁。 
小テストやディスカッションも評価基準となるので真摯な姿勢で講義に取り組んでほしい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 人間の定義 
(内   容) 人間の定義について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 2 回 昔、むかしあるところに―歴史の誕生 
(内   容) 歴史とは何か。 
(必要な準備)  

第 3 回 歴史学とは何か 
(内   容) 歴史学について学ぶ。 
(必要な準備) 

第 4 回 思考とは何か 
(内   容)「思考」について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 5 回 超越者たるものとの邂逅 
(内   容) 人間が「超越者」を欲する理由について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 6 回 語りから文字へ 
(内   容) 語られる歴史から記される歴史へ 
(必要な準備)  

第 7 回 都市の誕生 
(内   容) 「都市」はなぜ造られたのかについて学ぶ。 
(必要な準備)  

第 8 回 男と女の誕生 
(内   容) 男と女の歴史はいつ誕生したのかについて学ぶ。 
(必要な準備)  

第 9 回 美と愛と性の歴史 
(内   容) 美と愛と性の歴史について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 10 回 病人の誕生 
(内   容) 病人とはいつ誕生したのかをまなぶ。 
(必要な準備)  

第 11 回 暴力―その人間のおぞましい産物 
(内   容) 暴力と戦争の歴史について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 12 回 語ることのできなかった者たちの歴史 
(内   容) 語ることができなかった人々について学ぶ。 
(必要な準備) 

第 13 回 世界争奪―人無く世界は始まり終わるのに 
(内   容) なぜ人間は世界を奪いあうのかを学ぶ。 
(必要な準備)  

第 14 回 歴史の川の流れ 
(内   容) 歴史と人間との関係について再考する。 
(必要な準備)  

第 15 回 これからの歴史―慈しみ 
(内   容) 歴史のこれからの務めは何かを考える。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

授業名 日本史概説 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Overview of Japanese History 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 坪井 剛 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

古代から中世にかけての京都で創建された様々な寺社を「歴史学」の観点から紹介することにより、京都で独

自に育まれてきた宗教文化の諸相について学ぶ。また、多くの史・資料を提示・解釈することにより、「歴史学」

がどういった学問か、理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）「歴史学」の方法論について、説明できるようになる 
２）京都の寺社の歴史が、どのような根拠に基づいて説明されているか、理解できるようになる 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 発想力 構想力             ) □(                              ) 

テキスト 毎回レジュメを配布する 

参考書 特になし 

留意事項 各回、リアクションペーパーを配布するので、授業の感想や疑問に思ったことを記すこと 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回  ガイダンス 
（内   容）「歴史学」とはどういう学問か、理解する 
（必要な準備）シラバスを読んでくる 

第２回  歴史学の方法論 
（内   容）「歴史史料」の重要性を理解する 
（必要な準備）第 1 回配布のレジュメを読んでくる 

第３回  神話は歴史史料となるか？上賀茂・下鴨神社 

（内   容）上賀茂・下鴨神社の創建伝承から、神話に書か

れる内容をどのように扱うか、理解する 
（必要な準備）上賀茂・下鴨神社について、辞書で調べてくる 

第４回  神話は歴史史料となるか？木嶋神社 

（内   容）秦氏にまつわる伝承から、神話が新たな伝承を

生み出すことを理解する。 
（必要な準備）木嶋神社について、辞書で調べてくる 

第５回  寺院縁起は正しい情報か？六角堂 

（内   容）六角堂の創建伝承から、寺院縁起をどのように

扱うか、理解する 
（必要な準備）六角堂について、辞書で調べてくる 

第６回  文献史料は常に正しいか？北野天満宮 

（内   容）菅原道真に関わる諸史料から、史料批判の必要

性について、理解する 
（必要な準備）北野天満宮について、辞書で調べてくる 

第７回 
 神社境内は昔から変わらないか？北野天満宮

その２ 

（内   容）北野天満宮境内図の観察から、神社境内が時代

とともに変化していることを理解する 
（必要な準備）北野天満宮の境内図を観察してくる 

第８回  極楽浄土の光景は？平等院・浄瑠璃寺 
（内   容）当麻曼荼羅の観察から、浄土庭園の宗教性について理解する  
（必要な準備）平等院・浄瑠璃寺について、辞書で調べてくる 

第９回  肖像画から読み取れる情報は？知恩院 

（内   容）法然の肖像画から、時代とともに祖師の捉え方

が変化していることを理解する 
（必要な準備）知恩院について、辞書で調べてくる 

第 10 回  託宣は信用できるか？東福寺 

（内   容）『比良山古人霊託』から、託宣史料をどのよう

に扱うか、理解する 
（必要な準備）東福寺について、辞書で調べてくる 

第 11 回 
 伽藍配置図から読み取れる情報は？東福寺そ

の２ 

（内   容）東福寺伽藍図の観察から、禅宗の国際性について理解する  
（必要な準備）東福寺の伽藍図を観察してくる 

第 12 回  絵図から読み取れる情報は？天龍寺 
（内   容）複数の絵図の観察から、絵図をどのように扱うか、理解する  
（必要な準備）天龍寺について、辞書で調べてくる 

第 13 回  絵図に描かれる地形は変化する？天龍寺 

（内   容）嵯峨地域を描いた絵図の観察から、嵯峨地域の

発展について、理解する 
（必要な準備）事前に配布する絵図を観察してくる 

第 14 回  絵巻物から読み取れる情報は？八坂神社 

（内   容）『年中行事絵巻』の観察から、絵巻物をどのよ

うに扱うか、理解する 
（必要な準備）八坂神社・祇園祭ついて、辞書で調べてくる 

第 15 回  まとめ 
（内   容）「歴史史料」の重要性について、改めて理解する  
（必要な準備）これまでの講義の総括を書いてくる 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 
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授 業 名  歴史学概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名  Introduction to History 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担 当 者  工藤美和子 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

歴史はいつ誕生し、その地位を確固たるものとしたのか、そして今、グローバリズム社会のなかで歴史が果たす

役割はあるのかについて哲学的・宗教的・社会的など多様な視点から問い直すことを学ぶ。 

学 習 成 果 

到 達 目 標 

歴史学の名言「歴史とは何か」（E・H・カ―の言葉）について考える。 
 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義中の小テスト       ) ☑(講義に対する意欲                  ) 

テ キ ス ト 随時配布する。 

参 考 書  講義中に指摘。 

留 意 事 項 
質問や不明な点がある場合は必ず質問すること。講義中の私語や携帯・スマホの使用は厳禁。 
小テストやディスカッションも評価基準となるので真摯な姿勢で講義に取り組んでほしい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 人間の定義 
(内   容) 人間の定義について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 2 回 昔、むかしあるところに―歴史の誕生 
(内   容) 歴史とは何か。 
(必要な準備)  

第 3 回 歴史学とは何か 
(内   容) 歴史学について学ぶ。 
(必要な準備) 

第 4 回 思考とは何か 
(内   容)「思考」について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 5 回 超越者たるものとの邂逅 
(内   容) 人間が「超越者」を欲する理由について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 6 回 語りから文字へ 
(内   容) 語られる歴史から記される歴史へ 
(必要な準備)  

第 7 回 都市の誕生 
(内   容) 「都市」はなぜ造られたのかについて学ぶ。 
(必要な準備)  

第 8 回 男と女の誕生 
(内   容) 男と女の歴史はいつ誕生したのかについて学ぶ。 
(必要な準備)  

第 9 回 美と愛と性の歴史 
(内   容) 美と愛と性の歴史について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 10 回 病人の誕生 
(内   容) 病人とはいつ誕生したのかをまなぶ。 
(必要な準備)  

第 11 回 暴力―その人間のおぞましい産物 
(内   容) 暴力と戦争の歴史について学ぶ。 
(必要な準備)  

第 12 回 語ることのできなかった者たちの歴史 
(内   容) 語ることができなかった人々について学ぶ。 
(必要な準備) 

第 13 回 世界争奪―人無く世界は始まり終わるのに 
(内   容) なぜ人間は世界を奪いあうのかを学ぶ。 
(必要な準備)  

第 14 回 歴史の川の流れ 
(内   容) 歴史と人間との関係について再考する。 
(必要な準備)  

第 15 回 これからの歴史―慈しみ 
(内   容) 歴史のこれからの務めは何かを考える。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

授業名 日本史概説 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Overview of Japanese History 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 坪井 剛 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

古代から中世にかけての京都で創建された様々な寺社を「歴史学」の観点から紹介することにより、京都で独

自に育まれてきた宗教文化の諸相について学ぶ。また、多くの史・資料を提示・解釈することにより、「歴史学」

がどういった学問か、理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）「歴史学」の方法論について、説明できるようになる 
２）京都の寺社の歴史が、どのような根拠に基づいて説明されているか、理解できるようになる 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 発想力 構想力             ) □(                              ) 

テキスト 毎回レジュメを配布する 

参考書 特になし 

留意事項 各回、リアクションペーパーを配布するので、授業の感想や疑問に思ったことを記すこと 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回  ガイダンス 
（内   容）「歴史学」とはどういう学問か、理解する 
（必要な準備）シラバスを読んでくる 

第２回  歴史学の方法論 
（内   容）「歴史史料」の重要性を理解する 
（必要な準備）第 1 回配布のレジュメを読んでくる 

第３回  神話は歴史史料となるか？上賀茂・下鴨神社 

（内   容）上賀茂・下鴨神社の創建伝承から、神話に書か

れる内容をどのように扱うか、理解する 
（必要な準備）上賀茂・下鴨神社について、辞書で調べてくる 

第４回  神話は歴史史料となるか？木嶋神社 

（内   容）秦氏にまつわる伝承から、神話が新たな伝承を

生み出すことを理解する。 
（必要な準備）木嶋神社について、辞書で調べてくる 

第５回  寺院縁起は正しい情報か？六角堂 

（内   容）六角堂の創建伝承から、寺院縁起をどのように

扱うか、理解する 
（必要な準備）六角堂について、辞書で調べてくる 

第６回  文献史料は常に正しいか？北野天満宮 

（内   容）菅原道真に関わる諸史料から、史料批判の必要

性について、理解する 
（必要な準備）北野天満宮について、辞書で調べてくる 

第７回 
 神社境内は昔から変わらないか？北野天満宮

その２ 

（内   容）北野天満宮境内図の観察から、神社境内が時代

とともに変化していることを理解する 
（必要な準備）北野天満宮の境内図を観察してくる 

第８回  極楽浄土の光景は？平等院・浄瑠璃寺 
（内   容）当麻曼荼羅の観察から、浄土庭園の宗教性について理解する  
（必要な準備）平等院・浄瑠璃寺について、辞書で調べてくる 

第９回  肖像画から読み取れる情報は？知恩院 

（内   容）法然の肖像画から、時代とともに祖師の捉え方

が変化していることを理解する 
（必要な準備）知恩院について、辞書で調べてくる 

第 10 回  託宣は信用できるか？東福寺 

（内   容）『比良山古人霊託』から、託宣史料をどのよう

に扱うか、理解する 
（必要な準備）東福寺について、辞書で調べてくる 

第 11 回 
 伽藍配置図から読み取れる情報は？東福寺そ

の２ 

（内   容）東福寺伽藍図の観察から、禅宗の国際性について理解する  
（必要な準備）東福寺の伽藍図を観察してくる 

第 12 回  絵図から読み取れる情報は？天龍寺 
（内   容）複数の絵図の観察から、絵図をどのように扱うか、理解する  
（必要な準備）天龍寺について、辞書で調べてくる 

第 13 回  絵図に描かれる地形は変化する？天龍寺 

（内   容）嵯峨地域を描いた絵図の観察から、嵯峨地域の

発展について、理解する 
（必要な準備）事前に配布する絵図を観察してくる 

第 14 回  絵巻物から読み取れる情報は？八坂神社 

（内   容）『年中行事絵巻』の観察から、絵巻物をどのよ

うに扱うか、理解する 
（必要な準備）八坂神社・祇園祭ついて、辞書で調べてくる 

第 15 回  まとめ 
（内   容）「歴史史料」の重要性について、改めて理解する  
（必要な準備）これまでの講義の総括を書いてくる 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 
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授業名 古文書学Ⅰ 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Paleography Ⅰ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

古文書（こもんじょ）の様式・かたちを学び、読解のための必要な基礎的文字にふれてみよう。わからないとこ

ろは友達と相談してもかまいません。 

学習成果 

到達目標 

１）漢字の部品として、へん、つくり、かんむり、あし、かまえを識別できるようになること。 
２）数字、単位、人名、地名が読めるようになること。 
３）老舗の看板ぐらいを読めるようになること。 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業中に配布します。 

参考書 児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）があればのぞましい。 

留意事項 
日ごろの予習・復習が大事です。適宜小テストも行います。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 古文書とは 
（内   容） 古文書の定義を説明します。 
（必要な準備） 参加する意 

第２回 古文書のかたち 
（内   容） 様々なかたちの古文書を紹介します。 
（必要な準備） 参加する意欲 

第３回 
くずし字の特徴 へん① にんべん・きへん・さん

ずいへんなど 

（内   容） なじみのあるへんがどのように崩されている

かをみます。 
（必要な準備） 参加する意欲 

第４回 
くずし字の特徴 へん② てへん・かねへん・ごん

べんなど 

（内   容） なじみのあるへんがどのように崩されている

かをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第５回 
くずし字の特徴 つくり りっとう・おおがい・ぼくづ

くりなど 

（内   容） なじみのあるつくりがどのように崩されてい

るかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第６回 
くずし字の特徴 かんむり くさかんむり・たけかん

むり・あめかんむりなど 

（内   容） なじみのあるかんむりがどのように崩されて

いるかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第７回 
くずし字の特徴 あし・かまえ こころ・れっか・さら

など 

（内   容） なじみのあるあし・かまえがどのように崩さ

れているかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第８回 数字・単位 お米の単位 
（内   容） 今では使われない単位や数字を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 数字・単位 お金の単位 
（内   容） 今では使われない数字・単位を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 10 回 単位・数字 その他 
（内   容） 今では使われない数字・単位を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 11 回 江戸時代の人名 右衛門・左衛門 
（内   容） 江戸時代の人名に読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 12 回 江戸時代の人名 兵衛 
（内   容） 江戸時代の人名を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 13 回 江戸時代の人名 その他 
（内   容） 江戸時代の人名を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 14 回 まとめ 
（内   容） 平常試験をします 
（必要な準備） 予習 

第 15 回 実際の古文書を読む 
（内   容） 毛利輝元・豊臣秀吉の書状を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

 

授 業 名  日本文化総論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名  Outline of Japanese Culture 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担 当 者  工藤 美和子 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

縄文・弥生・古墳といった文化類型及び時代概念と経糸とし、一方、中央と地方といった地域文化、信仰・宗教・

呪術といった精神化、衣・食・住を中心とした生活文化など様々な文化領域を緯糸として、日本文化の一大絵巻

を織り成してゆきたい。 
学 習 成 果 

到 達 目 標 

１）日本文化の特色は何かを自らの見解として提示できる。 
２）人に日本文化の特色を説明できるようになる。 
３）新たな文化価値の発見につながるようにする。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義に対する意欲        ) ☑（講義中に小テストを行う                     ) 

試 験 方 法 定期試験 

テ キ ス ト 担当教員が随時配布する。 

参 考 書  ピーター・バーグ『文化史とは何か』（法政大学出版局 2008 年） 

留 意 事 項 
授業中の私語、携帯電話使用は厳禁。学生の本分は勉強にあるとことを頭においておくこと。 
小テストも評価基準対象になる。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 文化史とは何か―偉大なる伝統 
(内   容) 文化とは何かについて考える。 
(必要な準備) 日本史研究における文化史の立場を考えること。 

第 2 回 文化史の諸問題―その曖昧な概念 
(内   容) 文化史の誕生と研究史について学ぶ。 
(必要な準備) 前回の復習を行うこと。 

第 3 回 古墳文化 
(内   容) 古墳文化の特色を講義する。 
(必要な準備) 古墳とは何かについて考えること。 

第 4 回 飛鳥文化 
(内   容)  飛鳥文化の特色と問題点を学ぶ。 
(必要な準備)  飛鳥文化の特色を理解しておくように。  

第 5 回 白鳳文化 
(内   容) 白鳳文化の特色と問題点について学ぶ。 
(必要な準備) 白鳳文化の特色について理解しておくこと。 

第 6 回 天平文化 
(内   容) 天平文化の特色とは異なる文化諸相を考える。 
(必要な準備) 天平文化の特色について理解しておくこと。 

第 7 回 弘仁・貞観文化 
(内   容) 弘仁・貞観文化の文化諸相を考える。 
(必要な準備) 弘仁・貞観文化の様相を理解しておくこと。 

第 8 回 院政期文化 
(内   容) 院政期文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 院政期文化の特色を理解しておくこと。 

第 9 回 鎌倉文化 
(内   容) 鎌倉文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 鎌倉文化の特色を理解しておくこと。 

第 10 回 室町文化 
(内   容) 室町文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 室町文化の特色を理解しておくこと。 

第 11 回 安土・桃山文化 
(内   容) 安土・桃山文化によって復興した文化を考える。 
(必要な準備) 安土・桃山文化の特色を理解しておくこと。 

第 12 回 元禄文化 
(内   容) 元禄時代の文化史の特色について考える。 
(必要な準備) 庶民文化と言われる根拠について考える。 

第 13 回 文化・文政文化 
(内   容) 文化・文政の特色について考える。 
(必要な準備) 文化・文政の文化の様相を理解すること。 

第 14 回 近代の文化―新しい文化史へ 
(内   容) 世界的な文化史の大転換について理解すること。 
(必要な準備) 近代と近代以前の文化との差異を理解すること。 

第 15 回 まとめ 
(内   容) これまで講義したことを総括する。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 
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授業名 古文書学Ⅰ 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Paleography Ⅰ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

古文書（こもんじょ）の様式・かたちを学び、読解のための必要な基礎的文字にふれてみよう。わからないとこ

ろは友達と相談してもかまいません。 

学習成果 

到達目標 

１）漢字の部品として、へん、つくり、かんむり、あし、かまえを識別できるようになること。 
２）数字、単位、人名、地名が読めるようになること。 
３）老舗の看板ぐらいを読めるようになること。 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業中に配布します。 

参考書 児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）があればのぞましい。 

留意事項 
日ごろの予習・復習が大事です。適宜小テストも行います。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 古文書とは 
（内   容） 古文書の定義を説明します。 
（必要な準備） 参加する意 

第２回 古文書のかたち 
（内   容） 様々なかたちの古文書を紹介します。 
（必要な準備） 参加する意欲 

第３回 
くずし字の特徴 へん① にんべん・きへん・さん

ずいへんなど 

（内   容） なじみのあるへんがどのように崩されている

かをみます。 
（必要な準備） 参加する意欲 

第４回 
くずし字の特徴 へん② てへん・かねへん・ごん

べんなど 

（内   容） なじみのあるへんがどのように崩されている

かをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第５回 
くずし字の特徴 つくり りっとう・おおがい・ぼくづ

くりなど 

（内   容） なじみのあるつくりがどのように崩されてい

るかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第６回 
くずし字の特徴 かんむり くさかんむり・たけかん

むり・あめかんむりなど 

（内   容） なじみのあるかんむりがどのように崩されて

いるかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第７回 
くずし字の特徴 あし・かまえ こころ・れっか・さら

など 

（内   容） なじみのあるあし・かまえがどのように崩さ

れているかをみます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第８回 数字・単位 お米の単位 
（内   容） 今では使われない単位や数字を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 数字・単位 お金の単位 
（内   容） 今では使われない数字・単位を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 10 回 単位・数字 その他 
（内   容） 今では使われない数字・単位を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 11 回 江戸時代の人名 右衛門・左衛門 
（内   容） 江戸時代の人名に読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 12 回 江戸時代の人名 兵衛 
（内   容） 江戸時代の人名を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 13 回 江戸時代の人名 その他 
（内   容） 江戸時代の人名を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 14 回 まとめ 
（内   容） 平常試験をします 
（必要な準備） 予習 

第 15 回 実際の古文書を読む 
（内   容） 毛利輝元・豊臣秀吉の書状を読みます。 
（必要な準備） 予習・復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

 

授 業 名  日本文化総論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名  Outline of Japanese Culture 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担 当 者  工藤 美和子 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

縄文・弥生・古墳といった文化類型及び時代概念と経糸とし、一方、中央と地方といった地域文化、信仰・宗教・

呪術といった精神化、衣・食・住を中心とした生活文化など様々な文化領域を緯糸として、日本文化の一大絵巻

を織り成してゆきたい。 
学 習 成 果 

到 達 目 標 

１）日本文化の特色は何かを自らの見解として提示できる。 
２）人に日本文化の特色を説明できるようになる。 
３）新たな文化価値の発見につながるようにする。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義に対する意欲        ) ☑（講義中に小テストを行う                     ) 

試 験 方 法 定期試験 

テ キ ス ト 担当教員が随時配布する。 

参 考 書  ピーター・バーグ『文化史とは何か』（法政大学出版局 2008 年） 

留 意 事 項 
授業中の私語、携帯電話使用は厳禁。学生の本分は勉強にあるとことを頭においておくこと。 
小テストも評価基準対象になる。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 文化史とは何か―偉大なる伝統 
(内   容) 文化とは何かについて考える。 
(必要な準備) 日本史研究における文化史の立場を考えること。 

第 2 回 文化史の諸問題―その曖昧な概念 
(内   容) 文化史の誕生と研究史について学ぶ。 
(必要な準備) 前回の復習を行うこと。 

第 3 回 古墳文化 
(内   容) 古墳文化の特色を講義する。 
(必要な準備) 古墳とは何かについて考えること。 

第 4 回 飛鳥文化 
(内   容)  飛鳥文化の特色と問題点を学ぶ。 
(必要な準備)  飛鳥文化の特色を理解しておくように。  

第 5 回 白鳳文化 
(内   容) 白鳳文化の特色と問題点について学ぶ。 
(必要な準備) 白鳳文化の特色について理解しておくこと。 

第 6 回 天平文化 
(内   容) 天平文化の特色とは異なる文化諸相を考える。 
(必要な準備) 天平文化の特色について理解しておくこと。 

第 7 回 弘仁・貞観文化 
(内   容) 弘仁・貞観文化の文化諸相を考える。 
(必要な準備) 弘仁・貞観文化の様相を理解しておくこと。 

第 8 回 院政期文化 
(内   容) 院政期文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 院政期文化の特色を理解しておくこと。 

第 9 回 鎌倉文化 
(内   容) 鎌倉文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 鎌倉文化の特色を理解しておくこと。 

第 10 回 室町文化 
(内   容) 室町文化の特色と異なる見方について考える。 
(必要な準備) 室町文化の特色を理解しておくこと。 

第 11 回 安土・桃山文化 
(内   容) 安土・桃山文化によって復興した文化を考える。 
(必要な準備) 安土・桃山文化の特色を理解しておくこと。 

第 12 回 元禄文化 
(内   容) 元禄時代の文化史の特色について考える。 
(必要な準備) 庶民文化と言われる根拠について考える。 

第 13 回 文化・文政文化 
(内   容) 文化・文政の特色について考える。 
(必要な準備) 文化・文政の文化の様相を理解すること。 

第 14 回 近代の文化―新しい文化史へ 
(内   容) 世界的な文化史の大転換について理解すること。 
(必要な準備) 近代と近代以前の文化との差異を理解すること。 

第 15 回 まとめ 
(内   容) これまで講義したことを総括する。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 
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授業名 史料講読Ⅰ 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Historical Material ReadingⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

史料読解のための基礎的な学力を身につける。 

学習成果 

到達目標 

１）ひとりで辞書がひけるようになること。 
２）声に出して読めるようになること。 
３）歴史を学ぶ上で基礎作業となる史料の読解を通じて、現代語訳が正確にできるようになること。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 随時資料を配布する。 

参考書 朝尾直弘・他篇『角川新版日本史辞典 最新版』【角川学芸出版】、漢和辞典（出版社は問わない）。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 近世史料の読み方について テキスト配布 
（必要な準備） 特になし 

第２回 ひっくり返って読む文字 助動詞 
（内   容） 返って読む助動詞を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習 

第３回 ひっくり返って読む文字 動詞 
（内   容） 返って読む動詞を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第４回 いろいろな助詞 
（内   容） 史料上の「てにをは」を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第５回 いろいろな定型句  
（内   容） 頻出する定型句を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第６回 旧字・異体字・略字・当て字 
（内   容） 現在使わない文字のいろいろを学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第７回 慣用句・熟語・歴史用語など 
（内   容） 史料に頻出する 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第８回 暦・方角・時間・単位など 
（内   容） 史料を読む上で必要な単位を学ぶ。 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 古代の史料を読む① 
（内   容） 代表的な古代の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 10 回 古代の史料を読む② 
（内   容） 代表的な古代の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 11 回 中世の史料を読む① 
（内   容） 代表的中世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 12 回 中世の史料を読む② 
（内   容） 代表的な中世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 13 回 近世の史料を読む① 
（内   容） 代表的な近世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 14 回 近世の史料を読む② 
（内   容） 代表的な近世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 講義内容のまとめ 
（必要な準備） 全体の復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 歴史学演習Ⅰa 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

このゼミでは、日本の近・現代について基本的に各自のテーマに沿って学習していく。個別の歴史的な表層では 
なく、その深層に注目して欲しい。ゼミでは各自のテーマに沿った発表と討論が中心になるので、積極的にそれ

らに取り組む姿勢が要求される。 
学習成果 

到達目標 

１）明確なレジュメ作成、質疑応答の能力を身につける。 
２）討論や質疑を通して各自がコミュニケーション力やプレゼンテーション能力を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
しっかりとしたテーマ設定や問題意識、わかりやすいレジュメ作成、明確な発表、活発な発表に対する質疑への

応答を要する。また、学外フィールドワークも行う。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）このゼミの進め方 

（必要な準備） 

第２回 テーマ設定 
（内   容）各自のテーマ設定について指導する 

（必要な準備）テーマを考えておく 

第３回 学外フィールドワーク 
（内   容）大阪を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第４回 発表と議論１ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第５回 発表と議論２ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第６回 発表と議論３ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第７回 発表と議論４ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第８回 発表と議論５ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第９回 発表と議論６ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 10 回 学外フィールドワーク 
（内   容）滋賀を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 発表と議論７ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 12 回 発表と議論８ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 13 回 発表と議論９ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 14 回 発表と議論 10 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 史料講読Ⅰ 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Historical Material ReadingⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

史料読解のための基礎的な学力を身につける。 

学習成果 

到達目標 

１）ひとりで辞書がひけるようになること。 
２）声に出して読めるようになること。 
３）歴史を学ぶ上で基礎作業となる史料の読解を通じて、現代語訳が正確にできるようになること。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 随時資料を配布する。 

参考書 朝尾直弘・他篇『角川新版日本史辞典 最新版』【角川学芸出版】、漢和辞典（出版社は問わない）。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 近世史料の読み方について テキスト配布 
（必要な準備） 特になし 

第２回 ひっくり返って読む文字 助動詞 
（内   容） 返って読む助動詞を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習 

第３回 ひっくり返って読む文字 動詞 
（内   容） 返って読む動詞を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第４回 いろいろな助詞 
（内   容） 史料上の「てにをは」を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第５回 いろいろな定型句  
（内   容） 頻出する定型句を学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習復習 

第６回 旧字・異体字・略字・当て字 
（内   容） 現在使わない文字のいろいろを学ぶ。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第７回 慣用句・熟語・歴史用語など 
（内   容） 史料に頻出する 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第８回 暦・方角・時間・単位など 
（内   容） 史料を読む上で必要な単位を学ぶ。 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 古代の史料を読む① 
（内   容） 代表的な古代の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 10 回 古代の史料を読む② 
（内   容） 代表的な古代の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 11 回 中世の史料を読む① 
（内   容） 代表的中世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 12 回 中世の史料を読む② 
（内   容） 代表的な中世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 13 回 近世の史料を読む① 
（内   容） 代表的な近世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 14 回 近世の史料を読む② 
（内   容） 代表的な近世の史料を読む。 
（必要な準備） テキストの予習・復習 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 講義内容のまとめ 
（必要な準備） 全体の復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 歴史学演習Ⅰa 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

このゼミでは、日本の近・現代について基本的に各自のテーマに沿って学習していく。個別の歴史的な表層では 
なく、その深層に注目して欲しい。ゼミでは各自のテーマに沿った発表と討論が中心になるので、積極的にそれ

らに取り組む姿勢が要求される。 
学習成果 

到達目標 

１）明確なレジュメ作成、質疑応答の能力を身につける。 
２）討論や質疑を通して各自がコミュニケーション力やプレゼンテーション能力を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
しっかりとしたテーマ設定や問題意識、わかりやすいレジュメ作成、明確な発表、活発な発表に対する質疑への

応答を要する。また、学外フィールドワークも行う。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）このゼミの進め方 

（必要な準備） 

第２回 テーマ設定 
（内   容）各自のテーマ設定について指導する 

（必要な準備）テーマを考えておく 

第３回 学外フィールドワーク 
（内   容）大阪を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第４回 発表と議論１ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第５回 発表と議論２ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第６回 発表と議論３ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第７回 発表と議論４ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第８回 発表と議論５ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第９回 発表と議論６ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 10 回 学外フィールドワーク 
（内   容）滋賀を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 発表と議論７ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 12 回 発表と議論８ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 13 回 発表と議論９ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 14 回 発表と議論 10 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 歴史学演習Ⅰb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

卒業研究論文の完成。 

学習成果 

到達目標 

１）卒業研究テーマを設定し、調査を行う。 
２）卒業研究論文とは何かについて徹底的に学ぶ。 
３）卒業研究の骨格を考える。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(課題発表             ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 使用しない 

留意事項 
学生は自らの課題について自立した観点から積極的に取り組むこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 卒業研究課題の発表 
（内   容） それぞれの卒業研究課題について聞く。 
（必要な準備） 各自卒業研究課題発表について考えること。 

第２回 卒業研究に向けての計画書作成 
（内   容） 卒業研究に向けて各自計画書を考える。 
（必要な準備） 計画書に記入する内容を考えること。 

第３回 計画書の発表 

（内   容） 計画書について各自発表。 
（必要な準備） 計画書作成は今後の進め方を左右するため真

摯に取り組むこと。 

第４回 論文に触れる。 
（内   容） 論文の書き方や読み方について学ぶ。 
（必要な準備） 説明するので必ず出席すること。 

第５回 論文を読んでみる。 
（内   容） 論文の書き方や読み方について学ぶ。 
（必要な準備） 必ず出席すること。 

第６回 合同ゼミ―事前学習 
（内   容） 合同ゼミの事前学習。 
（必要な準備） 特になし。 

第７回 合同ゼミ―事前学習 
（内   容） 合同ゼミの事前学習。 
（必要な準備） 特になし。 

第８回 合同ゼミ―学外学習 
（内   容） 合同ゼミの学外学習。 
（必要な準備） 事前学習。 

第９回 合同ゼミ―事後学習 
（内   容） 合同ゼミの事後学習。 
（必要な準備） 学外学習で学んだことをまとめる。 

第 10 回 卒業研究―参考論文をまとめる 
（内   容） 参考論文の要旨をまとめてみる。 
（必要な準備） 必ず出席すること。 

第 11 回 卒業研究―参考論文をまとめる 
（内   容） 参考論文の要旨をまとめてみる。 
（必要な準備） 各自質問があれば必ず聞くこと。 

第 12 回 卒業研究―課題のテーマについて書いてみる。 
（内   容） 課題のテーマについて小論文を書く。 
（必要な準備） 卒業研究論文の練習。 

第 13 回 各自の卒業研究の中間発表の準備。 
（内   容） 課題のテーマについて小論文を書く。 
（必要な準備） 卒業研究論文の練習。 

第 14 回 各自の卒業研究の中間発表の準備 
（内   容） ゼミのみの中間発表会を行う準備をする。 
（必要な準備） 発表に備えておくこと。 

第 15 回 ゼミ中間発表 
（内   容） ゼミのみの中間発表会を行う。 
（必要な準備） 卒業研究への取り組みの再確認。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

 

 

授業名 歴史学演習Ⅱa 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

秋学期のゼミでは、春学期で各自が設定したテーマを更に深く考察し、研究発表と討論を行って卒業研究レポー

トの完成を目指していく。 

学習成果 

到達目標 

１）研究の集大成として各自が設定した卒業レポートを作成する。 
２）文献、史料を扱えるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
短大生活の残り時間を大切に思い、自身の研究、および発表や議論を心がけること。また、学外フィールドワー

クも行う。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）このゼミの進め方 

（必要な準備） 

第２回 テーマ設定 1 
（内   容）各自の卒論レポート構成について指導する 

（必要な準備）卒論レポート構成を考える 

第３回 テーマ設定 2 
（内   容）各自の卒論レポート構成について指導する 

（必要な準備）卒論レポート構成を考える 

第４回 発表と議論１ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第５回 発表と議論２ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第６回 発表と議論３ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第７回 発表と議論４ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第８回 発表と議論５ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第９回 発表と議論６ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 10 回 学外フィールドワーク 
（内   容）大阪を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 発表と議論７ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 12 回 発表と議論８ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 13 回 発表と議論９ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 14 回 発表と議論 10 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 歴史学演習Ⅰb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

卒業研究論文の完成。 

学習成果 

到達目標 

１）卒業研究テーマを設定し、調査を行う。 
２）卒業研究論文とは何かについて徹底的に学ぶ。 
３）卒業研究の骨格を考える。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(課題発表             ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 使用しない 

留意事項 
学生は自らの課題について自立した観点から積極的に取り組むこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 卒業研究課題の発表 
（内   容） それぞれの卒業研究課題について聞く。 
（必要な準備） 各自卒業研究課題発表について考えること。 

第２回 卒業研究に向けての計画書作成 
（内   容） 卒業研究に向けて各自計画書を考える。 
（必要な準備） 計画書に記入する内容を考えること。 

第３回 計画書の発表 

（内   容） 計画書について各自発表。 
（必要な準備） 計画書作成は今後の進め方を左右するため真

摯に取り組むこと。 

第４回 論文に触れる。 
（内   容） 論文の書き方や読み方について学ぶ。 
（必要な準備） 説明するので必ず出席すること。 

第５回 論文を読んでみる。 
（内   容） 論文の書き方や読み方について学ぶ。 
（必要な準備） 必ず出席すること。 

第６回 合同ゼミ―事前学習 
（内   容） 合同ゼミの事前学習。 
（必要な準備） 特になし。 

第７回 合同ゼミ―事前学習 
（内   容） 合同ゼミの事前学習。 
（必要な準備） 特になし。 

第８回 合同ゼミ―学外学習 
（内   容） 合同ゼミの学外学習。 
（必要な準備） 事前学習。 

第９回 合同ゼミ―事後学習 
（内   容） 合同ゼミの事後学習。 
（必要な準備） 学外学習で学んだことをまとめる。 

第 10 回 卒業研究―参考論文をまとめる 
（内   容） 参考論文の要旨をまとめてみる。 
（必要な準備） 必ず出席すること。 

第 11 回 卒業研究―参考論文をまとめる 
（内   容） 参考論文の要旨をまとめてみる。 
（必要な準備） 各自質問があれば必ず聞くこと。 

第 12 回 卒業研究―課題のテーマについて書いてみる。 
（内   容） 課題のテーマについて小論文を書く。 
（必要な準備） 卒業研究論文の練習。 

第 13 回 各自の卒業研究の中間発表の準備。 
（内   容） 課題のテーマについて小論文を書く。 
（必要な準備） 卒業研究論文の練習。 

第 14 回 各自の卒業研究の中間発表の準備 
（内   容） ゼミのみの中間発表会を行う準備をする。 
（必要な準備） 発表に備えておくこと。 

第 15 回 ゼミ中間発表 
（内   容） ゼミのみの中間発表会を行う。 
（必要な準備） 卒業研究への取り組みの再確認。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

 

 

授業名 歴史学演習Ⅱa 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

秋学期のゼミでは、春学期で各自が設定したテーマを更に深く考察し、研究発表と討論を行って卒業研究レポー

トの完成を目指していく。 

学習成果 

到達目標 

１）研究の集大成として各自が設定した卒業レポートを作成する。 
２）文献、史料を扱えるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
短大生活の残り時間を大切に思い、自身の研究、および発表や議論を心がけること。また、学外フィールドワー

クも行う。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）このゼミの進め方 

（必要な準備） 

第２回 テーマ設定 1 
（内   容）各自の卒論レポート構成について指導する 

（必要な準備）卒論レポート構成を考える 

第３回 テーマ設定 2 
（内   容）各自の卒論レポート構成について指導する 

（必要な準備）卒論レポート構成を考える 

第４回 発表と議論１ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第５回 発表と議論２ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第６回 発表と議論３ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第７回 発表と議論４ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第８回 発表と議論５ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第９回 発表と議論６ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 10 回 学外フィールドワーク 
（内   容）大阪を歩く 

（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 発表と議論７ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 12 回 発表と議論８ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 13 回 発表と議論９ 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 14 回 発表と議論 10 
（内   容）各自の発表、そして議論 

（必要な準備）事前学習とレジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 歴史学演習Ⅱb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

春学期で各自が設定した卒業研究テーマを考察し、卒業研究論文を仕上げる。 

学習成果 

到達目標 

１）各自設定した課題に取り組み卒業研究論文としてまとめる。 
２）作業を通して自ら学ぶ認識を深める。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(発表を行う                  ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 使用しない 

留意事項 
講義外の時間でも個々の指導にあたる。そのため課題への取り組みを報告できるように常に心がけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 卒業研究論文の確認 
（内   容） 各自の研究テーマの進度について確認。 
（必要な準備） 夏休み中にも研究課題に取り組むこと。 

第２回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む。 
（必要な準備） 問題点の確認。 

第３回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む 
（必要な準備） 問題点の確認。 

第４回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む。 
（必要な準備）  問題点の確認。 

第５回 卒業研究論文中間報告準備 
（内   容） 中間報告。 
（必要な準備） レジュメの用意。指導を受けること。 

第６回 卒業研究論文中間報告会  
（内   容） 中間報告会を行う。 
（必要な準備） 指導を必ず受けること。 

第７回 卒業研究論文中間報告会  
（内   容） 中間報告会を行う。 
（必要な準備） 指導を必ず受けること。 

第８回 報告会の振り返り 
（内   容） 中間時点での卒業研究について復習。 
（必要な準備） 担当教員の指導を必ず受けること。 

第９回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 卒業研究論文の準備を行う。 
（必要な準備） 担当教員の指導を必ず受けること。 

第 10 回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 卒業研究論文の準備を行う 
（必要な準備） 必ずゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 11 回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 再度、研究内容について考察する。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 12 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文作成を始める。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 13 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文作成を始める。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 14 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文を執筆する。 
（必要な準備） ゼミ担当教員に見せること。 

第 15 回 卒業研究論文作成の作業・完成稿 
（内   容） 卒業論文を完成させ提出する。 
（必要な準備） 必ず担当教員の提出許可をもらうこと。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

 

 
授業名 社会史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Social History 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

社会史とは、歴史的な事件や出来事など特定の対象を学ぶ歴史ではなく、女性や民衆、家族、人々の心性、深層

など、人と人との関係が織り成す歴史を考えるとともに、その当時の社会的な背景を考える学際的な学問である。

この講義では、社会史とは何かという方法論をアナール学派や阿部謹也から学び、主として日本の心の深層に焦

点を当てたい。 
学習成果 

到達目標 

１）社会史の視点を把握する。 
２）多様な歴史の見方を把握する。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 歴史的汎用力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
社会史の方法を把握すること。わからないことは講義後に聞くこと。現代的な価値観で歴史をみないこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 社会史の方法を学ぶ１ 
（内   容）アナール学派 

（必要な準備）アナール学派について調べる 

第３回 社会史の方法を学ぶ２ 
（内   容）アナール学派 

（必要な準備）方法論の復習 

第４回 刑罰の社会史１ 
（内   容）刑罰の歴史 

（必要な準備）刑罰についての知識 

第５回 刑罰の社会史２ 
（内   容）監獄の歴史 

（必要な準備）監獄についての知識 

第６回 切腹の社会史１ 
（内   容）切腹を考える 

（必要な準備）切腹のイメージ 

第７回 切腹の社会史２ 
（内   容）切腹を考える 

（必要な準備）配布史料を読んでおく 

第８回 戦国時代の社会史１ 
（内   容）大坂夏の陣にみる民 

（必要な準備）大坂夏の陣の認識 

第９回 戦国時代の社会史２ 
（内   容）大坂夏の陣にみる民衆 

（必要な準備）大阪夏の陣布陣図の特徴を考える 

第 10 回 家族の社会史１ 
（内   容）近代家族の誕生 

（必要な準備）家族のイメージ 

第 11 回 家族の社会史２ 
（内   容）近代家族の誕生 

（必要な準備）現代の恋愛結婚についての認識 

第 12 回 国民の社会史 1 
（内   容）日本人の形成 

（必要な準備）国民、ナショナリズムの認識 

第 13 回 国民の社会史 2 
（内   容）日本人の形成 

（必要な準備）国民国家の認識 

第 14 回 恋愛の社会史 
（内   容）近代的な恋愛から現代的な恋愛へ 

（必要な準備）恋愛のイメージ。現代の恋愛についての考え 

第 15 回 結婚の社会史 
（内   容）結婚の歴史と未来 

（必要な準備）結婚観についてのイメージ 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 歴史学演習Ⅱb 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 History SeminarⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 必修 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

春学期で各自が設定した卒業研究テーマを考察し、卒業研究論文を仕上げる。 

学習成果 

到達目標 

１）各自設定した課題に取り組み卒業研究論文としてまとめる。 
２）作業を通して自ら学ぶ認識を深める。 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(発表を行う                  ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 使用しない 

留意事項 
講義外の時間でも個々の指導にあたる。そのため課題への取り組みを報告できるように常に心がけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 卒業研究論文の確認 
（内   容） 各自の研究テーマの進度について確認。 
（必要な準備） 夏休み中にも研究課題に取り組むこと。 

第２回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む。 
（必要な準備） 問題点の確認。 

第３回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む 
（必要な準備） 問題点の確認。 

第４回 卒業研究論文作成の作業  
（内   容） 各自卒業研究について取り組む。 
（必要な準備）  問題点の確認。 

第５回 卒業研究論文中間報告準備 
（内   容） 中間報告。 
（必要な準備） レジュメの用意。指導を受けること。 

第６回 卒業研究論文中間報告会  
（内   容） 中間報告会を行う。 
（必要な準備） 指導を必ず受けること。 

第７回 卒業研究論文中間報告会  
（内   容） 中間報告会を行う。 
（必要な準備） 指導を必ず受けること。 

第８回 報告会の振り返り 
（内   容） 中間時点での卒業研究について復習。 
（必要な準備） 担当教員の指導を必ず受けること。 

第９回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 卒業研究論文の準備を行う。 
（必要な準備） 担当教員の指導を必ず受けること。 

第 10 回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 卒業研究論文の準備を行う 
（必要な準備） 必ずゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 11 回 卒業研究論文作成の作業 
（内   容） 再度、研究内容について考察する。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 12 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文作成を始める。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 13 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文作成を始める。 
（必要な準備） ゼミ担当教員の指導を受けること。 

第 14 回 卒業研究論文作成の作業・草稿 
（内   容） 卒業研究論文を執筆する。 
（必要な準備） ゼミ担当教員に見せること。 

第 15 回 卒業研究論文作成の作業・完成稿 
（内   容） 卒業論文を完成させ提出する。 
（必要な準備） 必ず担当教員の提出許可をもらうこと。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 

 

 
授業名 社会史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Social History 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

社会史とは、歴史的な事件や出来事など特定の対象を学ぶ歴史ではなく、女性や民衆、家族、人々の心性、深層

など、人と人との関係が織り成す歴史を考えるとともに、その当時の社会的な背景を考える学際的な学問である。

この講義では、社会史とは何かという方法論をアナール学派や阿部謹也から学び、主として日本の心の深層に焦

点を当てたい。 
学習成果 

到達目標 

１）社会史の視点を把握する。 
２）多様な歴史の見方を把握する。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 歴史的汎用力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
社会史の方法を把握すること。わからないことは講義後に聞くこと。現代的な価値観で歴史をみないこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 社会史の方法を学ぶ１ 
（内   容）アナール学派 

（必要な準備）アナール学派について調べる 

第３回 社会史の方法を学ぶ２ 
（内   容）アナール学派 

（必要な準備）方法論の復習 

第４回 刑罰の社会史１ 
（内   容）刑罰の歴史 

（必要な準備）刑罰についての知識 

第５回 刑罰の社会史２ 
（内   容）監獄の歴史 

（必要な準備）監獄についての知識 

第６回 切腹の社会史１ 
（内   容）切腹を考える 

（必要な準備）切腹のイメージ 

第７回 切腹の社会史２ 
（内   容）切腹を考える 

（必要な準備）配布史料を読んでおく 

第８回 戦国時代の社会史１ 
（内   容）大坂夏の陣にみる民 

（必要な準備）大坂夏の陣の認識 

第９回 戦国時代の社会史２ 
（内   容）大坂夏の陣にみる民衆 

（必要な準備）大阪夏の陣布陣図の特徴を考える 

第 10 回 家族の社会史１ 
（内   容）近代家族の誕生 

（必要な準備）家族のイメージ 

第 11 回 家族の社会史２ 
（内   容）近代家族の誕生 

（必要な準備）現代の恋愛結婚についての認識 

第 12 回 国民の社会史 1 
（内   容）日本人の形成 

（必要な準備）国民、ナショナリズムの認識 

第 13 回 国民の社会史 2 
（内   容）日本人の形成 

（必要な準備）国民国家の認識 

第 14 回 恋愛の社会史 
（内   容）近代的な恋愛から現代的な恋愛へ 

（必要な準備）恋愛のイメージ。現代の恋愛についての考え 

第 15 回 結婚の社会史 
（内   容）結婚の歴史と未来 

（必要な準備）結婚観についてのイメージ 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 日本美術史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Japanese Art History 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 井上 ひろ美 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

縄文時代から近代に至るまでの美術史の流れを概説し、それらが制作されてきた時代背景、あるいは使用されて

いる技法・技術などについても解説を加える。 

学習成果 

到達目標 

１）日本美術史の流れを理解し、その流れが説明できるようになる。 
２）さまざまな美術工芸品が制作されてきた時代背景や技法について、考えることができるようになる。 
３）新たな文化価値を見つけられるようになる。 

評価方法 
定期試験

（ 100 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 授業の概要、日本美術史の始まりについて 
（必要な準備） 

第２回 縄文・弥生・古墳時代 
（内   容） 縄文・弥生・古墳時代の造形感覚を概観 
（必要な準備）  

第３回 飛鳥・奈良時代 
（内   容） 飛鳥・奈良時代の仏教美術を概観 
（必要な準備）  

第４回 正倉院宝物 
（内   容） 正倉院宝物の成立と宝物の具体例 
（必要な準備）  

第５回 密教美術 
（内   容） 密教のほとけたちとその美術を概観 
（必要な準備）  

第６回 浄土教の美術 
（内   容） 浄土教美術を概説 
（必要な準備）  

第７回 鎌倉彫刻 
（内   容） 鎌倉時代の彫刻について概観 
（必要な準備）  

第８回 絵巻 
（内   容） 絵巻物の基礎知識と具体例をみる 
（必要な準備）  

第９回 装飾経 
（内   容） 装飾された経典の意味と技法について 
（必要な準備）  

第 10 回 禅の美 
（内   容） 禅宗が伝えた美術を概説 
（必要な準備）  

第 11 回 狩野派の絵師たち 
（内   容） 狩野派の絵師とその作品を概説 
（必要な準備）  

第 12 回 琳派とその作品 
（内   容） 琳派の流れとその作品を概観 
（必要な準備）  

第 13 回 奇想の画家 
（内   容） 江戸時代の美術作品の多彩さを概説 
（必要な準備）  

第 14 回 やきもの 
（内   容） やきものの産地とその歴史・特色を概観 
（必要な準備）  

第 15 回 近代のわが国画壇 
（内   容） 近代美術の特色を概説 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 

 

 

授業名 古文書学Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Paleography Ⅱ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の町に残された古文書の原本をテキストにして、江戸時代の京都に住んだ人々の暮らしに触れる。 

学習成果 

到達目標 

１）江戸時代のテキストを原文で読むことができる。 
２）江戸時代京都の人々のくらしに親しむことができる。 
３）現在の場所と比較することができる。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 原文書のコピーを配布します。 

参考書 本気で読むには辞書が必要です。演習室にある『くずし字用例辞典』（東京堂出版）がおすすめです。 

留意事項 
学芸員補習得を目指す人は必要な授業です。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） テキストの配布と説明 
（必要な準備） 特になし。 

第２回 蛸薬師通姥柳町について 
（内   容） 古文書が伝来した姥柳町について 
（必要な準備） 特になし 

第３回 近江屋清兵衛の譲り状 前半 
（内   容） 近江屋清兵衛の譲り状の前半を読む 

（必要な準備） 予習・復習 

第４回 近江屋清兵衛の譲り状 後半 
（内   容） 近江屋清兵衛の譲り状の後半を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第５回 近江屋いしの譲り状 
（内   容） 近江屋いしの譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第６回 近江屋清治郎の譲り状 
（内   容） 近江屋清治郎の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第７回 大黒屋すえの譲り状 
（内   容） 大黒屋すえの譲り状読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第８回 橘屋卯兵衛の譲り状 
（内   容） 橘屋卯兵衛の譲り状読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 大坂屋亀三郎の譲り状 
（内   容） 大坂屋亀三郎の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 10 回 伊勢屋寛之助の譲り状 
（内   容） 伊勢屋寛之助の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 11 回 山形屋武兵衛の譲り状 
（内   容） 山形屋武兵衛の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 12 回 丹後屋くらの譲り状 
（内   容） 丹後屋くらの譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 13 回 机上調査 
（内   容） これまで読んだ内容を地図上にまとめる。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 14 回 現地調査 １回目 
（内   容） テキストで読んだ場所を訪ずれる。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 15 回 現地調査 ２回目 
（内   容） テキストで読んだ場所を訪れる。 
（必要な準備） 予習・復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 
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授業名 日本美術史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Japanese Art History 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 井上 ひろ美 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

縄文時代から近代に至るまでの美術史の流れを概説し、それらが制作されてきた時代背景、あるいは使用されて

いる技法・技術などについても解説を加える。 

学習成果 

到達目標 

１）日本美術史の流れを理解し、その流れが説明できるようになる。 
２）さまざまな美術工芸品が制作されてきた時代背景や技法について、考えることができるようになる。 
３）新たな文化価値を見つけられるようになる。 

評価方法 
定期試験

（ 100 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 適宜プリントを配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 授業の概要、日本美術史の始まりについて 
（必要な準備） 

第２回 縄文・弥生・古墳時代 
（内   容） 縄文・弥生・古墳時代の造形感覚を概観 
（必要な準備）  

第３回 飛鳥・奈良時代 
（内   容） 飛鳥・奈良時代の仏教美術を概観 
（必要な準備）  

第４回 正倉院宝物 
（内   容） 正倉院宝物の成立と宝物の具体例 
（必要な準備）  

第５回 密教美術 
（内   容） 密教のほとけたちとその美術を概観 
（必要な準備）  

第６回 浄土教の美術 
（内   容） 浄土教美術を概説 
（必要な準備）  

第７回 鎌倉彫刻 
（内   容） 鎌倉時代の彫刻について概観 
（必要な準備）  

第８回 絵巻 
（内   容） 絵巻物の基礎知識と具体例をみる 
（必要な準備）  

第９回 装飾経 
（内   容） 装飾された経典の意味と技法について 
（必要な準備）  

第 10 回 禅の美 
（内   容） 禅宗が伝えた美術を概説 
（必要な準備）  

第 11 回 狩野派の絵師たち 
（内   容） 狩野派の絵師とその作品を概説 
（必要な準備）  

第 12 回 琳派とその作品 
（内   容） 琳派の流れとその作品を概観 
（必要な準備）  

第 13 回 奇想の画家 
（内   容） 江戸時代の美術作品の多彩さを概説 
（必要な準備）  

第 14 回 やきもの 
（内   容） やきものの産地とその歴史・特色を概観 
（必要な準備）  

第 15 回 近代のわが国画壇 
（内   容） 近代美術の特色を概説 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 

 

 

授業名 古文書学Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Paleography Ⅱ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の町に残された古文書の原本をテキストにして、江戸時代の京都に住んだ人々の暮らしに触れる。 

学習成果 

到達目標 

１）江戸時代のテキストを原文で読むことができる。 
２）江戸時代京都の人々のくらしに親しむことができる。 
３）現在の場所と比較することができる。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 原文書のコピーを配布します。 

参考書 本気で読むには辞書が必要です。演習室にある『くずし字用例辞典』（東京堂出版）がおすすめです。 

留意事項 
学芸員補習得を目指す人は必要な授業です。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） テキストの配布と説明 
（必要な準備） 特になし。 

第２回 蛸薬師通姥柳町について 
（内   容） 古文書が伝来した姥柳町について 
（必要な準備） 特になし 

第３回 近江屋清兵衛の譲り状 前半 
（内   容） 近江屋清兵衛の譲り状の前半を読む 

（必要な準備） 予習・復習 

第４回 近江屋清兵衛の譲り状 後半 
（内   容） 近江屋清兵衛の譲り状の後半を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第５回 近江屋いしの譲り状 
（内   容） 近江屋いしの譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第６回 近江屋清治郎の譲り状 
（内   容） 近江屋清治郎の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第７回 大黒屋すえの譲り状 
（内   容） 大黒屋すえの譲り状読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第８回 橘屋卯兵衛の譲り状 
（内   容） 橘屋卯兵衛の譲り状読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第９回 大坂屋亀三郎の譲り状 
（内   容） 大坂屋亀三郎の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 10 回 伊勢屋寛之助の譲り状 
（内   容） 伊勢屋寛之助の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 11 回 山形屋武兵衛の譲り状 
（内   容） 山形屋武兵衛の譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 12 回 丹後屋くらの譲り状 
（内   容） 丹後屋くらの譲り状を読む 
（必要な準備） 予習・復習 

第 13 回 机上調査 
（内   容） これまで読んだ内容を地図上にまとめる。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 14 回 現地調査 １回目 
（内   容） テキストで読んだ場所を訪ずれる。 
（必要な準備） 予習・復習 

第 15 回 現地調査 ２回目 
（内   容） テキストで読んだ場所を訪れる。 
（必要な準備） 予習・復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 
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授業名 史料講読Ⅱ 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Historical Material ReadingⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

  まず、比較的解読しやすい江戸時代の版本の翻字練習を行い、最低限平仮名は読めるようになることを目指

す。次に、翻字された仮名文書と漢字仮名交じり史料を講読し、理解方法に習熟してゆき、最後に複製版の仮

名書き及び漢字仮名交じりの史料を講読する。 
学習成果 

到達目標 

１）仮名のくずし字が読め、一部の漢字のくずし字も読める。 
２）史料として理解することができる。 
３）くずし字の調べ方に習熟している。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑( 調査方法の習熟度           ) □(                              ) 

テキスト 配布プリント・『字典かな』笠間影印叢刊刊行会（笠間書院） 

参考書 『仮名手引き』（柏書房）『古文書はこんなにおもしろい』（柏書房） 

留意事項  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 概要と用語の説明。テキスト配布。 
（必要な準備） 

第２回 おあむ物語１・一オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第３回 おあむ物語２・二オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第４回 おあむ物語３・三オ・四ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第５回 おあむ物語４・五オ六ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第６回 おあむ物語５・七オ八ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第７回 おあむ物語６・九オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第８回 おきく物語１・一オウ二オ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第９回 おきく物語２・二ウ三オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 10 回 おきく物語３・四オ五ウ六オ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 11 回 おきく物語４・六ウ七オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 12 回 おきく物語５・八オウ九オ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 13 回 おきく物語６・十ウ十一オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 14 回 おきく物語７・十二オウ十三オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 15 回 類似史料の紹介と解説・まとめ （内   容） 標記の講義 
（必要な準備） 下調べ 

オフィス 

アワー 
木曜日午後 12 時から 15 時まで 

 

 

授業名 考古学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Archeology 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 廣瀬 時習 対象学生 歴史 1 回生 

授業の 

概 要 

考古学は、遺跡・遺構・遺物を通して、地域と暮らした人々の営みを考える学問です。この授業では、京都、日

本の歴史、そして世界の歴史を、先人達が残した物質資料を通して考えます。 

学習成果 

到達目標 

１）考古学に親しみ、物質資料を様々な視点から観察し、記録することを学ぶ。 
２）自分たちの暮らす地域を、日本を遺物・遺構・遺跡を通して考える。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力 ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト なし（授業中にプリント配布） 

参考書 松藤和人・門田誠一編著 2010『よくわかる考古学』ミネルヴァ書房 

留意事項 
プリント・映像などを使用して講義を中心に進めます。時間を作って、博物館等を見学してください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 考古学を学ぶ―地域・歴史・文化― 
（内   容） 考古学とその考え方を学ぶ 
（必要な準備） 歴史の資料とは何かを考えてください 

第２回 人類の誕生と日本列島の旧石器時代 
（内   容） 人類の出現と東アジアの旧石器時代 
（必要な準備） 地球儀を思い出しておこう 

第３回 縄文文化の特質と変遷―食料資源と獲得戦略― 
（内   容） 縄文時代の生活と食料資源を考える 
（必要な準備） 旧石器時代と地球環境を復習 

第４回 弥生時代の成立と社会―ムラからクニへ― 
（内   容） 弥生時代時代の成立と社会、展開 
（必要な準備） 縄文時代の変遷と社会の変化について復習 

第５回 弥生社会のハードウェアとその特質 
（内   容） 弥生文化を彩る各種の道具と特質を考える 
（必要な準備） 弥生時代の展開を振り返っておこう 

第６回 古墳時代とはなにか―前方後円墳の誕生― 
（内   容） 古墳と古墳時代を考える 
（必要な準備） 自分生活圏に古墳を探してみよう 

第７回 古墳時代の社会と文化―巨大古墳の世紀― 
（内   容） 巨大前方後円墳と社会の変化 
（必要な準備） 古墳時代の開始について復習 

第８回 古代国家への歩み―終末期古墳と飛鳥― 
（内   容） 飛鳥時代の古墳や宮都・寺院の展開 
（必要な準備） 高校までの日本史で学んだ古代を考える 

第９回 考古学に親しむ―博物館の展示と資料― 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） これまでに行った博物館について 

第 10 回 考古学に親しむ―考古資料を観察する― 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） ノートなどの詳しく観察記録を書く 

第 11 回 都城の考古学―都市の誕生と展開― 
（内   容） 都城の考古学―藤原京から平安京へ― 
（必要な準備） 奈良・京都の古都について下調べ 

第 12 回 平安京の成立―平安京成前史とその影響― 
（内   容） 奈良時代以前の京都盆地とその展開 
（必要な準備） 京都の地理を再確認しておく 

第 13 回 京都－平安京と洛東の遺跡と歴史― 
（内   容） 平安京と洛東の歴史を学ぶ 
（必要な準備） 大学周辺の史跡を調べておこう 

第 14 回 中世・近世と考古学―都市と文化― 
（内   容） 平安京から京都への変化と社会 
（必要な準備） 中・近世の歴史事象を復習しておこう 

第 15 回 まとめ（２）－考古学に歴史を読む 
（内   容） 授業のまとめ 
（必要な準備） 秋学期の内容の復習 

オフィス 

アワー 
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授業名 史料講読Ⅱ 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Historical Material ReadingⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

  まず、比較的解読しやすい江戸時代の版本の翻字練習を行い、最低限平仮名は読めるようになることを目指

す。次に、翻字された仮名文書と漢字仮名交じり史料を講読し、理解方法に習熟してゆき、最後に複製版の仮

名書き及び漢字仮名交じりの史料を講読する。 
学習成果 

到達目標 

１）仮名のくずし字が読め、一部の漢字のくずし字も読める。 
２）史料として理解することができる。 
３）くずし字の調べ方に習熟している。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑( 調査方法の習熟度           ) □(                              ) 

テキスト 配布プリント・『字典かな』笠間影印叢刊刊行会（笠間書院） 

参考書 『仮名手引き』（柏書房）『古文書はこんなにおもしろい』（柏書房） 

留意事項  

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 概要と用語の説明。テキスト配布。 
（必要な準備） 

第２回 おあむ物語１・一オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第３回 おあむ物語２・二オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第４回 おあむ物語３・三オ・四ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第５回 おあむ物語４・五オ六ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第６回 おあむ物語５・七オ八ウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第７回 おあむ物語６・九オウ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第８回 おきく物語１・一オウ二オ （内   容） おあむ物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習。 

第９回 おきく物語２・二ウ三オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 10 回 おきく物語３・四オ五ウ六オ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 11 回 おきく物語４・六ウ七オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 12 回 おきく物語５・八オウ九オ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 13 回 おきく物語６・十ウ十一オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 14 回 おきく物語７・十二オウ十三オウ （内   容） おきく物語の翻字訓練。 
（必要な準備） 翻字予習と担当箇所のレジメ。 

第 15 回 類似史料の紹介と解説・まとめ （内   容） 標記の講義 
（必要な準備） 下調べ 

オフィス 

アワー 
木曜日午後 12 時から 15 時まで 

 

 

授業名 考古学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Archeology 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 廣瀬 時習 対象学生 歴史 1 回生 

授業の 

概 要 

考古学は、遺跡・遺構・遺物を通して、地域と暮らした人々の営みを考える学問です。この授業では、京都、日

本の歴史、そして世界の歴史を、先人達が残した物質資料を通して考えます。 

学習成果 

到達目標 

１）考古学に親しみ、物質資料を様々な視点から観察し、記録することを学ぶ。 
２）自分たちの暮らす地域を、日本を遺物・遺構・遺跡を通して考える。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力 ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト なし（授業中にプリント配布） 

参考書 松藤和人・門田誠一編著 2010『よくわかる考古学』ミネルヴァ書房 

留意事項 
プリント・映像などを使用して講義を中心に進めます。時間を作って、博物館等を見学してください。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 考古学を学ぶ―地域・歴史・文化― 
（内   容） 考古学とその考え方を学ぶ 
（必要な準備） 歴史の資料とは何かを考えてください 

第２回 人類の誕生と日本列島の旧石器時代 
（内   容） 人類の出現と東アジアの旧石器時代 
（必要な準備） 地球儀を思い出しておこう 

第３回 縄文文化の特質と変遷―食料資源と獲得戦略― 
（内   容） 縄文時代の生活と食料資源を考える 
（必要な準備） 旧石器時代と地球環境を復習 

第４回 弥生時代の成立と社会―ムラからクニへ― 
（内   容） 弥生時代時代の成立と社会、展開 
（必要な準備） 縄文時代の変遷と社会の変化について復習 

第５回 弥生社会のハードウェアとその特質 
（内   容） 弥生文化を彩る各種の道具と特質を考える 
（必要な準備） 弥生時代の展開を振り返っておこう 

第６回 古墳時代とはなにか―前方後円墳の誕生― 
（内   容） 古墳と古墳時代を考える 
（必要な準備） 自分生活圏に古墳を探してみよう 

第７回 古墳時代の社会と文化―巨大古墳の世紀― 
（内   容） 巨大前方後円墳と社会の変化 
（必要な準備） 古墳時代の開始について復習 

第８回 古代国家への歩み―終末期古墳と飛鳥― 
（内   容） 飛鳥時代の古墳や宮都・寺院の展開 
（必要な準備） 高校までの日本史で学んだ古代を考える 

第９回 考古学に親しむ―博物館の展示と資料― 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） これまでに行った博物館について 

第 10 回 考古学に親しむ―考古資料を観察する― 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） ノートなどの詳しく観察記録を書く 

第 11 回 都城の考古学―都市の誕生と展開― 
（内   容） 都城の考古学―藤原京から平安京へ― 
（必要な準備） 奈良・京都の古都について下調べ 

第 12 回 平安京の成立―平安京成前史とその影響― 
（内   容） 奈良時代以前の京都盆地とその展開 
（必要な準備） 京都の地理を再確認しておく 

第 13 回 京都－平安京と洛東の遺跡と歴史― 
（内   容） 平安京と洛東の歴史を学ぶ 
（必要な準備） 大学周辺の史跡を調べておこう 

第 14 回 中世・近世と考古学―都市と文化― 
（内   容） 平安京から京都への変化と社会 
（必要な準備） 中・近世の歴史事象を復習しておこう 

第 15 回 まとめ（２）－考古学に歴史を読む 
（内   容） 授業のまとめ 
（必要な準備） 秋学期の内容の復習 

オフィス 

アワー 
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授業名 考古学演習 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Archeology Seminar 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 廣瀬 時習 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

この授業では、遺跡・遺構・遺物を通して人々の営みの深層に迫ります。世界と日本の考古学について物質資料

を通して考えてみましょう。 

学習成果 

到達目標 

１）テーマ学習を通じて時代を通した歴史を考えよう。 
２）考古資料を学び触れることによって、物質資料の特徴を学ぼう。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 ☑実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 課題を調べる能力              ) □(                              ) 

テキスト なし（授業中にプリント配布） 

参考書 
松藤和人・門田誠一編著 2010『よくわかる考古学』ミネルヴァ書房 
 

留意事項 
プリント・映像などを使用して講義を行うほか、実際に出土した考古資料に触れて、観察し考古学の基本的な記

録作業を実習します。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 考古学とその広がりを考える 
（必要な準備）  

第２回 日本と世界の考古学―外国考古学入門― 
（内   容） 国境を超える考古学 
（必要な準備） 日本と世界の歴史を年表で確認しよう 

第３回 テーマ研究（１）―弥生時代― 
（内   容） 弥生文化特論―青銅器とまつり― 
（必要な準備） 弥生文化の特徴を思い出す 

第４回 テーマ研究（２）―古墳時代― 
（内   容） 古墳文化特論―埴輪と古代人の衣装― 
（必要な準備） 日本文化と衣服の歴史を調べてみよう 

第５回 中間まとめ 
（内   容） これまでの授業のまとめと補足 
（必要な準備）これまでの復習をしておこう 

第６回 考古資料とその特徴 
（内   容） 考古資料の種類や特徴を学ぶ 
（必要な準備） 考古資料とは何かを考えておこう 

第７回 考古資料実習（１）―遺物に触れる― 
（内   容） 考古資料を手にとって観察 
（必要な準備） 考古資料の特性について復習しておこう 

第８回 考古資料実習（２）―遺物を観察する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（１） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第９回 考古資料実習（３）―遺物を記録する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（２） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第 10 回 考古資料実習（４）―遺物を記録する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（２） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第 11 回 考古学に親しむー博物館の展示と資料 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） これまでに行った博物館について 

第 12 回 考古学に親しむー考古資料を観察する 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） ノートなどの詳しく観察記録を書く 

第 13 回 テーマ研究（３）―古代の祭祀を考える― 
（内   容） 弥生・古墳時代の祭祀、儀礼 
（必要な準備） 古代日本の宗教を調べてみよう 

第 14 回 テーマ研究（４）―日本文化を考古資料に読む― 
（内   容） 各時代の考古資料を通して歴史を俯瞰 
（必要な準備） 各時代の考古資料を思い出しておこう 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 授業の総括・補足説明 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
 

 

授業名 民俗学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Folklore 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

この講義は、民俗という視点から「いま」のわたしたちの生活を再考することを目的とする。民俗学は簡単にい

うと民間伝承を研究する学問といえるが、それは同時にわたしたちの日常生活を振り返る学問ともいえる。この

講義を通して、様々な視点から自らの民俗を考えて欲しいと思う。 
学習成果 

到達目標 

１）民俗学の考え方を習得する。 
２）自らの民俗を考える。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(歴史的汎用力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
わからないことは講義後に聞くこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 民俗学とは何か 
（内   容）民俗学の考え方 
（必要な準備）民俗学の概念について調べる 

第３回 柳田国男の民俗学 
（内   容）柳田国男の方法 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第４回 民俗学と 「一国知」 
（内   容）民俗学と国家 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第５回 一つ目小僧 1 
（内   容）一つ目小僧の説話 
（必要な準備）一つ目小僧のイメージ 

第６回 一つ目小僧 2 
（内   容）一つ目小僧とは誰か 
（必要な準備）一つ目小僧の伝承 

第７回 人身御供 1 
（内   容）人身御供 
（必要な準備）イケニエについて調べる 

第８回 人身御供 2 
（内   容）人身御供は過去のものか 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第９回 都市の民俗学 1 
（内   容）うわさ 
（必要な準備）うわさについて調べる 

第 10 回 都市の民俗学 2 
（内   容）都市伝説 
（必要な準備）都市伝説を調べる 

第 11 回 差別の民俗学 1 
（内   容）昔話にみる差別 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 12 回 差別の民俗学 2 
（内   容）昔話にみる差別 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 フィールドワーク 
（内   容）周辺の民俗を探る 
（必要な準備）指定する地図 

第 14 回 差別の民俗学 3 
（内   容）異界・異人 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 15 回 差別の民俗学 4 
（内   容）異界・異人 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 考古学演習 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Archeology Seminar 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 廣瀬 時習 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

この授業では、遺跡・遺構・遺物を通して人々の営みの深層に迫ります。世界と日本の考古学について物質資料

を通して考えてみましょう。 

学習成果 

到達目標 

１）テーマ学習を通じて時代を通した歴史を考えよう。 
２）考古資料を学び触れることによって、物質資料の特徴を学ぼう。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 ☑実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 課題を調べる能力              ) □(                              ) 

テキスト なし（授業中にプリント配布） 

参考書 
松藤和人・門田誠一編著 2010『よくわかる考古学』ミネルヴァ書房 
 

留意事項 
プリント・映像などを使用して講義を行うほか、実際に出土した考古資料に触れて、観察し考古学の基本的な記

録作業を実習します。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 考古学とその広がりを考える 
（必要な準備）  

第２回 日本と世界の考古学―外国考古学入門― 
（内   容） 国境を超える考古学 
（必要な準備） 日本と世界の歴史を年表で確認しよう 

第３回 テーマ研究（１）―弥生時代― 
（内   容） 弥生文化特論―青銅器とまつり― 
（必要な準備） 弥生文化の特徴を思い出す 

第４回 テーマ研究（２）―古墳時代― 
（内   容） 古墳文化特論―埴輪と古代人の衣装― 
（必要な準備） 日本文化と衣服の歴史を調べてみよう 

第５回 中間まとめ 
（内   容） これまでの授業のまとめと補足 
（必要な準備）これまでの復習をしておこう 

第６回 考古資料とその特徴 
（内   容） 考古資料の種類や特徴を学ぶ 
（必要な準備） 考古資料とは何かを考えておこう 

第７回 考古資料実習（１）―遺物に触れる― 
（内   容） 考古資料を手にとって観察 
（必要な準備） 考古資料の特性について復習しておこう 

第８回 考古資料実習（２）―遺物を観察する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（１） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第９回 考古資料実習（３）―遺物を記録する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（２） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第 10 回 考古資料実習（４）―遺物を記録する― 
（内   容） 考古資料の詳細な観察と記録（２） 
（必要な準備） 前回授業の復習 

第 11 回 考古学に親しむー博物館の展示と資料 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） これまでに行った博物館について 

第 12 回 考古学に親しむー考古資料を観察する 
（内   容） 博物館や遺跡調査を見学（２時間連続） 
（必要な準備） ノートなどの詳しく観察記録を書く 

第 13 回 テーマ研究（３）―古代の祭祀を考える― 
（内   容） 弥生・古墳時代の祭祀、儀礼 
（必要な準備） 古代日本の宗教を調べてみよう 

第 14 回 テーマ研究（４）―日本文化を考古資料に読む― 
（内   容） 各時代の考古資料を通して歴史を俯瞰 
（必要な準備） 各時代の考古資料を思い出しておこう 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 授業の総括・補足説明 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
 

 

授業名 民俗学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Folklore 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

この講義は、民俗という視点から「いま」のわたしたちの生活を再考することを目的とする。民俗学は簡単にい

うと民間伝承を研究する学問といえるが、それは同時にわたしたちの日常生活を振り返る学問ともいえる。この

講義を通して、様々な視点から自らの民俗を考えて欲しいと思う。 
学習成果 

到達目標 

１）民俗学の考え方を習得する。 
２）自らの民俗を考える。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(歴史的汎用力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
わからないことは講義後に聞くこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 民俗学とは何か 
（内   容）民俗学の考え方 
（必要な準備）民俗学の概念について調べる 

第３回 柳田国男の民俗学 
（内   容）柳田国男の方法 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第４回 民俗学と 「一国知」 
（内   容）民俗学と国家 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第５回 一つ目小僧 1 
（内   容）一つ目小僧の説話 
（必要な準備）一つ目小僧のイメージ 

第６回 一つ目小僧 2 
（内   容）一つ目小僧とは誰か 
（必要な準備）一つ目小僧の伝承 

第７回 人身御供 1 
（内   容）人身御供 
（必要な準備）イケニエについて調べる 

第８回 人身御供 2 
（内   容）人身御供は過去のものか 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第９回 都市の民俗学 1 
（内   容）うわさ 
（必要な準備）うわさについて調べる 

第 10 回 都市の民俗学 2 
（内   容）都市伝説 
（必要な準備）都市伝説を調べる 

第 11 回 差別の民俗学 1 
（内   容）昔話にみる差別 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 12 回 差別の民俗学 2 
（内   容）昔話にみる差別 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 フィールドワーク 
（内   容）周辺の民俗を探る 
（必要な準備）指定する地図 

第 14 回 差別の民俗学 3 
（内   容）異界・異人 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 15 回 差別の民俗学 4 
（内   容）異界・異人 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 日本思想史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Japanese Thought 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

日本思想史を通して、近・現代の日本を考えたい。この講義では、近代に影響を与えた国学や水戸学、幕末の思

想に注目し、現在日本の原型である近代日本を考える。また、近代日本をどのように見ていたのかを夏目漱石の

視点から考えてみる。 
学習成果 

到達目標 

１）現在にも通底する思想を捉え、日本とは何か、変わらない思想とは何かを考える。 
２）講義で触れた思想を基にして現代社会を考えるきっかけを掴む。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 歴史的汎用力              ) □(                              ) 

テキスト 『漱石文明論集』（岩波文庫）。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 

日本の思想を学ぶ講義であるので、部分であるが中心的な思想の資料を配布し、それに基づいた講義を行う。思

想の背景にある歴史を抑えておくこと。また、史料の輪読、グループワークを取り入れる予定である。わからな

い箇所は講義後に聞くこと。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）日本思想史とは何か。この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 日本思想史の方法 
（内   容）日本思想史をどのように学ぶのか 

（必要な準備）日本思想史の復習 

第３回 本居宣長と国学 
（内   容）本居宣長の「日本」発見 

（必要な準備）本居宣長の認識 

第４回 水戸学とは 
（内   容）水戸学の不思議さ 

（必要な準備）水戸藩と水戸学の認識 

第５回 会沢正志斎の「国体」 
（内   容）近代国家の構想 

（必要な準備）会沢正志斎の認識 

第６回 幕末の思想 1 
（内   容）幕末をめぐる思想的混乱 

（必要な準備）幕末の各藩論の確認 

第７回 幕末の思想 2 
（内   容）幕末をめぐる思想的混乱 

（必要な準備）幕末の各藩論の確認 

第８回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 1 
（内   容）夏目漱石が見た近代日本 

（必要な準備）テキストの指示箇所を再読しておく 

第９回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 2 
（内   容）夏目漱石が見た近代日本 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 10 回 夏目漱石の『こころ』から思想を考える 1 
（内   容）DVD鑑賞 

（必要な準備） 

第 11 回 夏目漱石の『こころ』から思想を考える 2 
（内   容）『こころ』を思想的に考える 

（必要な準備）『こころ』の概要 

第 12 回 グループワーク 
（内   容）『こころ』をグループ考える 

（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 3 
（内   容）夏目漱石の「個人主義」について 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 14 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 4 
（内   容）夏目漱石の「個人主義」について 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 15 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 5 
（内   容）近代人の運命。 

（必要な準備）漱石の思想についての自己の考え 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 人物史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Great People 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

この講義では、歴史上の人物の中から京都に関係の深い人物を選び、その人物から当時の社会を確認し、歴史的、文化的

な意義を考えたい。本講義では「敗れた」人物や悲劇の人物について考えたい。そして取り上げる人物を巡る様々な人

物を対置させ、「敗れた」人物や悲劇の人物の目指した理想や理念を考える。「敗れた」人物や悲劇の人物に焦点を当て

るのは、その人物の持つ可能性や意義を考えることで、多様な歴史観、あるいは現在に通じることを学べるからである。 
学習成果 

到達目標 

１）現代に生きるわれわれにとって、取り上げた人物から「何か」を掴む。 
２）何故「共感」するのかを考える。 
 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑（歴史的汎用                ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘する。 

留意事項 
わからない箇所は、講義後に聞くこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 人物史とは何か 

（必要な準備） 

第２回 人物史の方法 
（内   容） 人物から歴史を考える 

（必要な準備） 

第３回 平氏と源氏を巡る人々１ 
（内   容） 平家と源氏の盛衰と両者の理想を考える 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第４回 平氏と源氏を巡る人々２ 
（内   容） 平家と源氏の盛衰と両者の理想を考える 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第５回 北条高時 1 
（内   容） 北条高時は本当に愚か者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第６回 北条高時 2 
（内   容） 北条高時は本当に愚か者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第７回 足利義教 1 
（内   容） くじ引き将軍の目指したもの 

（必要な準備） 足利義教の基礎知識 

第８回 足利義教 2 
（内   容） くじ引き将軍の目指したもの 

（必要な準備） 足利義教の基礎知識 

第９回 近代人、織田信長 
（内   容） 信長の世界観 

（必要な準備） 信長の基礎知識 

第 10 回 織田信長と本能寺の変 1 
（内   容） 信長を殺したのは誰か 

（必要な準備） 信長と明智光秀の基礎知識 

第 11 回 織田信長と本能寺の変 2 
（内   容） 信長を殺したのは誰か 

（必要な準備） 信長と明智光秀の基礎知識 

第 12 回 豊臣秀次 
（内   容） 秀次は、本当に「殺生関白」なのか 

（必要な準備） 秀次の基礎知識 

第 13 回 豊臣秀次、フィールドワーク 
（内   容） 豊臣秀次の墓地 

（必要な準備） 秀次の死についての理解 

第 14 回 幕末の京都を巡る人々1 
（内   容） 芹沢鴨は本当に乱暴者なのか 

（必要な準備） 水戸天狗党についての知識 

第 15 回 幕末の京都を巡る人々2 
（内   容） 会津藩と新選組。彼らは、反逆者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 日本思想史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Japanese Thought 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

日本思想史を通して、近・現代の日本を考えたい。この講義では、近代に影響を与えた国学や水戸学、幕末の思

想に注目し、現在日本の原型である近代日本を考える。また、近代日本をどのように見ていたのかを夏目漱石の

視点から考えてみる。 
学習成果 

到達目標 

１）現在にも通底する思想を捉え、日本とは何か、変わらない思想とは何かを考える。 
２）講義で触れた思想を基にして現代社会を考えるきっかけを掴む。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑( 歴史的汎用力              ) □(                              ) 

テキスト 『漱石文明論集』（岩波文庫）。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 

日本の思想を学ぶ講義であるので、部分であるが中心的な思想の資料を配布し、それに基づいた講義を行う。思

想の背景にある歴史を抑えておくこと。また、史料の輪読、グループワークを取り入れる予定である。わからな

い箇所は講義後に聞くこと。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）日本思想史とは何か。この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 日本思想史の方法 
（内   容）日本思想史をどのように学ぶのか 

（必要な準備）日本思想史の復習 

第３回 本居宣長と国学 
（内   容）本居宣長の「日本」発見 

（必要な準備）本居宣長の認識 

第４回 水戸学とは 
（内   容）水戸学の不思議さ 

（必要な準備）水戸藩と水戸学の認識 

第５回 会沢正志斎の「国体」 
（内   容）近代国家の構想 

（必要な準備）会沢正志斎の認識 

第６回 幕末の思想 1 
（内   容）幕末をめぐる思想的混乱 

（必要な準備）幕末の各藩論の確認 

第７回 幕末の思想 2 
（内   容）幕末をめぐる思想的混乱 

（必要な準備）幕末の各藩論の確認 

第８回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 1 
（内   容）夏目漱石が見た近代日本 

（必要な準備）テキストの指示箇所を再読しておく 

第９回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 2 
（内   容）夏目漱石が見た近代日本 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 10 回 夏目漱石の『こころ』から思想を考える 1 
（内   容）DVD鑑賞 

（必要な準備） 

第 11 回 夏目漱石の『こころ』から思想を考える 2 
（内   容）『こころ』を思想的に考える 

（必要な準備）『こころ』の概要 

第 12 回 グループワーク 
（内   容）『こころ』をグループ考える 

（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 3 
（内   容）夏目漱石の「個人主義」について 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 14 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 4 
（内   容）夏目漱石の「個人主義」について 

（必要な準備）テキストの指示箇所を一読しておく 

第 15 回 近代日本へのまなざし 夏目漱石 5 
（内   容）近代人の運命。 

（必要な準備）漱石の思想についての自己の考え 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 人物史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Great People 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

この講義では、歴史上の人物の中から京都に関係の深い人物を選び、その人物から当時の社会を確認し、歴史的、文化的

な意義を考えたい。本講義では「敗れた」人物や悲劇の人物について考えたい。そして取り上げる人物を巡る様々な人

物を対置させ、「敗れた」人物や悲劇の人物の目指した理想や理念を考える。「敗れた」人物や悲劇の人物に焦点を当て

るのは、その人物の持つ可能性や意義を考えることで、多様な歴史観、あるいは現在に通じることを学べるからである。 
学習成果 

到達目標 

１）現代に生きるわれわれにとって、取り上げた人物から「何か」を掴む。 
２）何故「共感」するのかを考える。 
 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑（歴史的汎用                ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘する。 

留意事項 
わからない箇所は、講義後に聞くこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 人物史とは何か 

（必要な準備） 

第２回 人物史の方法 
（内   容） 人物から歴史を考える 

（必要な準備） 

第３回 平氏と源氏を巡る人々１ 
（内   容） 平家と源氏の盛衰と両者の理想を考える 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第４回 平氏と源氏を巡る人々２ 
（内   容） 平家と源氏の盛衰と両者の理想を考える 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第５回 北条高時 1 
（内   容） 北条高時は本当に愚か者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第６回 北条高時 2 
（内   容） 北条高時は本当に愚か者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

第７回 足利義教 1 
（内   容） くじ引き将軍の目指したもの 

（必要な準備） 足利義教の基礎知識 

第８回 足利義教 2 
（内   容） くじ引き将軍の目指したもの 

（必要な準備） 足利義教の基礎知識 

第９回 近代人、織田信長 
（内   容） 信長の世界観 

（必要な準備） 信長の基礎知識 

第 10 回 織田信長と本能寺の変 1 
（内   容） 信長を殺したのは誰か 

（必要な準備） 信長と明智光秀の基礎知識 

第 11 回 織田信長と本能寺の変 2 
（内   容） 信長を殺したのは誰か 

（必要な準備） 信長と明智光秀の基礎知識 

第 12 回 豊臣秀次 
（内   容） 秀次は、本当に「殺生関白」なのか 

（必要な準備） 秀次の基礎知識 

第 13 回 豊臣秀次、フィールドワーク 
（内   容） 豊臣秀次の墓地 

（必要な準備） 秀次の死についての理解 

第 14 回 幕末の京都を巡る人々1 
（内   容） 芹沢鴨は本当に乱暴者なのか 

（必要な準備） 水戸天狗党についての知識 

第 15 回 幕末の京都を巡る人々2 
（内   容） 会津藩と新選組。彼らは、反逆者なのか 

（必要な準備） 歴史的背景の理解 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 女性史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Women 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

近世から近代における女性の社会的位置づけの変遷について講義する。さらに、戦後の女性にかかわる社会環境

の変化と女性の社会的位置づけについて概観し、現代社会における課題について考える。 

学習成果 

到達目標 

1）女性の社会的位置づけの変遷と問題の所在を理解することができる。 
2）現在社会における女性の社会的位置づけと課題を指摘することができる。 

評価方法 
定期試験

（  90 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  10 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                      ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 女性史の歴史と女性史を学ぶ意義 
（必要な準備） 

第２回 近世社会と女性 1：「女大学」とは 
（内   容） 「女大学」とは 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 近世社会と女性 2：『女大学宝箱』を読む 
（内   容） 『女大学宝箱』の記述内容の理解 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第４回 近世社会と女性 3：『女大学宝箱』にみる女性像 
（内   容） 『女大学宝箱』にみる女性の役割 
（必要な準備） 配付資料を読んで考える 

第５回 近世社会と女性 4：家父長制と女性 
（内   容） 家父長制と女性に求められる役割 
（必要な準備） 家父長制について調べる 

第６回 近代社会と女性 1：良妻賢母教育 
（内   容） 近代社会と女性の役割 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第７回 近代社会と女性 2：家政書にみる女性像 
（内   容） 『家政学』を読む 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 近代社会と女性 3：近代の女性観 
（内   容） 近世と近代の女性観の違い 
（必要な準備） 女性観の違いについて考える 

第９回 近代社会と女性 4：明治民法と女性 
（内   容） 明治民法における女性 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 10 回 近代社会と女性 5：女性と社会運動 
（内   容） 婦人参政権運動等の社会活動 
（必要な準備） 婦人参政権運動について調べる 

第 11 回 現代社会と女性 1：女性差別撤廃条約 
（内   容） 女性差別撤廃条約について 
（必要な準備） 女性差別撤廃条約について調べる 

第 12 回 現代社会と女性 2：男女共同参画社会 
（内   容） 男女共同参画社会とは 
（必要な準備） 男女共同参画社会について調べる 

第 13 回 現代社会と女性 3：国際比較 
（内   容） 女性の社会的地位の国際比較 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 14 回 現代社会と女性 4：現代の女性の生活 
（内   容） 女性の生活に関わるデータを読む 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 15 回 まとめ 
（内   容） まとめ 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 

 

 

授業名 日本史特論（１）<古代～中世> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 1：Ancient - Medieval 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

歴史的・宗教的・文化的中心都市であった京都。その成立からその後の展開に深く関わった人物について史料を

中心に考察する。 

学習成果 

到達目標 

１）人物を中心に平安時代の歴史を探り理解を深めることを目標とする。 
２）漢文史料や絵画史料など様々な史料の読解力をつけ、卒業研究に用いる史料読解や考察する力を身につける

ことを目標とする。 
 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義に対する意欲        ) ☑(小テストを行う               ) 

テキスト 随時配布する。 

参考書 出版社や持参は指定しないが、各自、国語辞典・漢和辞典・古語辞典・日本史辞典などは揃えておくこと。 

留意事項 
史料に基づいた講義となるので、予習復習は必ず行うこと。講義中の発表や小テストも成績評価に入るので、真

摯な姿勢で講義を受けて欲しい。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス―文字史料と絵画史料を読む 
（内   容） 史料について学ぶ。 
（必要な準備） 特になし。 

第２回 藤原道長について―生涯と史料 
（内   容） 藤原道長という人物について調査する。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと 

第３回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第４回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第５回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営  
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第６回 『栄花物語』を読む―法成寺造営と法要 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第７回 『栄花物語』―法成寺造営と法要 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第８回 『栄花物語』―藤原道長と仏教 
（内   容） 藤原道長像について考える。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第９回 絵画史料『北野天神縁起絵巻』を読む。 
（内   容） 菅原道真について調べる。 
（必要な準備） 『菅原道真』について予め理解しておくこと。 

第 10 回 『北野天神縁起絵巻』を読む 
（内   容） 絵画を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 11 回 『北野天神縁起絵巻』死と怨霊 
（内   容） 絵画史料を読む 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 12 回 『北野天神縁起絵巻』怨霊と地獄巡り 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 13 回 『北野天神縁起絵巻』怨霊と地獄巡り 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 14 回 学問の神への転身 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 講義のまとめ。 
（必要な準備） これまでの講義の内容を把握しておくこと。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 
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授業名 女性史 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Women 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

近世から近代における女性の社会的位置づけの変遷について講義する。さらに、戦後の女性にかかわる社会環境

の変化と女性の社会的位置づけについて概観し、現代社会における課題について考える。 

学習成果 

到達目標 

1）女性の社会的位置づけの変遷と問題の所在を理解することができる。 
2）現在社会における女性の社会的位置づけと課題を指摘することができる。 

評価方法 
定期試験

（  90 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  10 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                      ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 女性史の歴史と女性史を学ぶ意義 
（必要な準備） 

第２回 近世社会と女性 1：「女大学」とは 
（内   容） 「女大学」とは 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 近世社会と女性 2：『女大学宝箱』を読む 
（内   容） 『女大学宝箱』の記述内容の理解 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第４回 近世社会と女性 3：『女大学宝箱』にみる女性像 
（内   容） 『女大学宝箱』にみる女性の役割 
（必要な準備） 配付資料を読んで考える 

第５回 近世社会と女性 4：家父長制と女性 
（内   容） 家父長制と女性に求められる役割 
（必要な準備） 家父長制について調べる 

第６回 近代社会と女性 1：良妻賢母教育 
（内   容） 近代社会と女性の役割 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第７回 近代社会と女性 2：家政書にみる女性像 
（内   容） 『家政学』を読む 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 近代社会と女性 3：近代の女性観 
（内   容） 近世と近代の女性観の違い 
（必要な準備） 女性観の違いについて考える 

第９回 近代社会と女性 4：明治民法と女性 
（内   容） 明治民法における女性 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 10 回 近代社会と女性 5：女性と社会運動 
（内   容） 婦人参政権運動等の社会活動 
（必要な準備） 婦人参政権運動について調べる 

第 11 回 現代社会と女性 1：女性差別撤廃条約 
（内   容） 女性差別撤廃条約について 
（必要な準備） 女性差別撤廃条約について調べる 

第 12 回 現代社会と女性 2：男女共同参画社会 
（内   容） 男女共同参画社会とは 
（必要な準備） 男女共同参画社会について調べる 

第 13 回 現代社会と女性 3：国際比較 
（内   容） 女性の社会的地位の国際比較 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 14 回 現代社会と女性 4：現代の女性の生活 
（内   容） 女性の生活に関わるデータを読む 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 15 回 まとめ 
（内   容） まとめ 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 

 

 

授業名 日本史特論（１）<古代～中世> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 1：Ancient - Medieval 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 工藤 美和子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

歴史的・宗教的・文化的中心都市であった京都。その成立からその後の展開に深く関わった人物について史料を

中心に考察する。 

学習成果 

到達目標 

１）人物を中心に平安時代の歴史を探り理解を深めることを目標とする。 
２）漢文史料や絵画史料など様々な史料の読解力をつけ、卒業研究に用いる史料読解や考察する力を身につける

ことを目標とする。 
 

評価方法 
定期試験

（  100 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(講義に対する意欲        ) ☑(小テストを行う               ) 

テキスト 随時配布する。 

参考書 出版社や持参は指定しないが、各自、国語辞典・漢和辞典・古語辞典・日本史辞典などは揃えておくこと。 

留意事項 
史料に基づいた講義となるので、予習復習は必ず行うこと。講義中の発表や小テストも成績評価に入るので、真

摯な姿勢で講義を受けて欲しい。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス―文字史料と絵画史料を読む 
（内   容） 史料について学ぶ。 
（必要な準備） 特になし。 

第２回 藤原道長について―生涯と史料 
（内   容） 藤原道長という人物について調査する。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと 

第３回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第４回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第５回 『御堂関白記』を読む―法成寺造営  
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第６回 『栄花物語』を読む―法成寺造営と法要 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第７回 『栄花物語』―法成寺造営と法要 
（内   容） 史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第８回 『栄花物語』―藤原道長と仏教 
（内   容） 藤原道長像について考える。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第９回 絵画史料『北野天神縁起絵巻』を読む。 
（内   容） 菅原道真について調べる。 
（必要な準備） 『菅原道真』について予め理解しておくこと。 

第 10 回 『北野天神縁起絵巻』を読む 
（内   容） 絵画を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 11 回 『北野天神縁起絵巻』死と怨霊 
（内   容） 絵画史料を読む 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 12 回 『北野天神縁起絵巻』怨霊と地獄巡り 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 13 回 『北野天神縁起絵巻』怨霊と地獄巡り 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 14 回 学問の神への転身 
（内   容） 絵画史料を読む。 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握しておくこと。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 講義のまとめ。 
（必要な準備） これまでの講義の内容を把握しておくこと。 

オフィス 

アワー 
月曜日昼休み 
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授業名 日本史特論（２）<中世～近世> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 2：Medieval - Early Modern 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

織田信長と豊臣秀吉研究の最新研究成果を紹介します。 

学習成果 

到達目標 

１）小説や読み物などで描かれた信長像ではなく、史料に基づいた信長像・秀吉像を形成すること。 
２）信長や秀吉の行ったことがその後にどのような影響を与えたかを考えるきっかけになること。 
３）信長と秀吉とで何がどう違うのかを理解すること。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『岩波講座 日本歴史』第 10 巻 近世 1  

参考書  

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 授業の進め方の説明 
（必要な準備） シラバス持参のこと 

第２回 織田政権論  １武家の権力編成  
（内   容） テキスト第 1 章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第３回 織田政権論  ２宗教勢力との戦い① 
（内   容） テキスト第 2 章１・２の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第４回 織田政権論  ２宗教勢力との戦い② 
（内   容） テキスト第 2 章３の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第５回 織田政権論  ３天皇と朝廷との関係① 
（内   容） テキスト第３章１・２の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第６回 織田政権論  ３天皇と朝廷との関係② 
（内   容） テキスト第３章３の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第７回 織田政権論  まとめと平常テスト 
（内   容） これまでのまとめと平常テスト 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第８回 安土城見学 
（内   容） 現地見学 
（必要な準備）  

第９回 豊臣政権論 １織田政権の継承と国制の選択 
（内   容） テキスト第１章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 10 回 豊臣政権論 ２中国仕置きと九州平定 
（内   容） テキスト第２章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 11 回 豊臣政権論 ３国制の確立 
（内   容） テキスト第３章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 12 回 豊臣政権論 ４天下統一の完成 
（内   容） テキスト第４章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 13 回 豊臣政権論 ５「唐入り」と秀次事件 
（内   容） テキスト第５章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 14 回 豊臣政権論 まとめと平常テスト 
（内   容） まとめと平常テスト 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 15 回 京都における秀吉関連地見学 
（内   容） 京都に残る秀吉関連史跡を見学する。 
（必要な準備） これまでの復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 日本史特論（３）<近世～近代> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 3：Early Modern - Modern 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 笹部 昌利 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

「幕末維新」とよばれる変革の時代を再評価するため、それに積極的に関わった人物の意識や行動、背景となる

政治秩序を考察していく。また、「幕末維新」の激動性を強調して理解しようとした日本近代における人間の歴

史観についても検討し、日本近世、日本近代、双方向から見直したい。 
学習成果 

到達目標 

1）幕末維新の歴史について、これまでの歴史教育や歴史教科書による一面的な理解でなく、様々な可能性を想

定し、多角的に理解しようとする姿勢を身につけること。 
２）人物を素材として、政治制度や社会を考察する歴史学的方法を身につける 

評価方法 
定期試験

（  60  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 笹部昌利編『幕末維新人物新論―時代をよみとく 16 のまなざし』昭和堂、2009 年 

参考書 授業中に紹介する。 

留意事項 
授業はおおよそ笹部による講義形式でとりおこなうが、文献・史料を輪読することもある。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）授業の内容と幕末維新史研究の概観 

（必要な準備） 

第２回 ペリー来航と日本開国 
（内   容）日本近世の対外秩序とその変容について 

（必要な準備）ペリー来航への基礎知識 

第３回 坂本龍馬論 
（内   容）身分論と行動の関係性を問う 

（必要な準備）坂本龍馬の基礎知識 

第４回 吉田松陰論 
（内   容）求められる人材と草莽との関係性を問う 

（必要な準備）吉田松陰の基礎知識  

第５回 井伊直弼論 
（内   容）大名の対外思想と攘夷論 

（必要な準備）井伊直弼の基礎知識 

第６回 武市瑞山論 
（内   容）尊王攘夷運動と政治行動を考える 

（必要な準備）幕末の土佐藩についての基礎知識 

第７回 島津久光論 
（内   容）大名家の組織論と外交について考える 

（必要な準備）幕末の薩摩藩についての基礎知識 

第８回 西郷隆盛・大久保利通論 
（内   容）身分論と行動との関係性について問う 

（必要な準備）西郷隆盛・大久保利通の基礎知識 

第９回 高杉晋作論 
（内   容）高杉晋作と奇兵隊について考える 

（必要な準備）幕末の長州藩についての基礎知識 

第 10 回 近藤勇論 
（内   容）浪士身分と行動との関係性について 

（必要な準備）新選組の基礎知識 

第 11 回 勝海舟論 
（内   容）幕臣の出世と政治判断について問う 

（必要な準備）勝海舟の基礎知識 

第 12 回 徳川慶喜論 
（内   容）幕末の将軍権力について考える 

（必要な準備）徳川慶喜の基礎知識 

第 13 回 三条実美論 
（内   容）江戸時代の公家社会と政治行動について問う 

（必要な準備）幕末の公家社会に関する知識 

第 14 回 「幕末の志士」論 
（内   容）「志士」とはなにかを考える 

（必要な準備）配布論文を読む 

第 15 回 

 

まとめ 幕末維新と日本近代 

 

（内   容）授業の総括と幕末維新史研究の展望 

（必要な準備）特になし 

オフィス 

アワー 
 

 

160

2016年度版_華頂短期大学03シラ�ス.indd   160 16.3.22   11:05:45 AM



 

授業名 日本史特論（２）<中世～近世> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 2：Medieval - Early Modern 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

織田信長と豊臣秀吉研究の最新研究成果を紹介します。 

学習成果 

到達目標 

１）小説や読み物などで描かれた信長像ではなく、史料に基づいた信長像・秀吉像を形成すること。 
２）信長や秀吉の行ったことがその後にどのような影響を与えたかを考えるきっかけになること。 
３）信長と秀吉とで何がどう違うのかを理解すること。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『岩波講座 日本歴史』第 10 巻 近世 1  

参考書  

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 授業の進め方の説明 
（必要な準備） シラバス持参のこと 

第２回 織田政権論  １武家の権力編成  
（内   容） テキスト第 1 章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第３回 織田政権論  ２宗教勢力との戦い① 
（内   容） テキスト第 2 章１・２の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第４回 織田政権論  ２宗教勢力との戦い② 
（内   容） テキスト第 2 章３の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第５回 織田政権論  ３天皇と朝廷との関係① 
（内   容） テキスト第３章１・２の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第６回 織田政権論  ３天皇と朝廷との関係② 
（内   容） テキスト第３章３の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第７回 織田政権論  まとめと平常テスト 
（内   容） これまでのまとめと平常テスト 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第８回 安土城見学 
（内   容） 現地見学 
（必要な準備）  

第９回 豊臣政権論 １織田政権の継承と国制の選択 
（内   容） テキスト第１章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 10 回 豊臣政権論 ２中国仕置きと九州平定 
（内   容） テキスト第２章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 11 回 豊臣政権論 ３国制の確立 
（内   容） テキスト第３章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 12 回 豊臣政権論 ４天下統一の完成 
（内   容） テキスト第４章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 13 回 豊臣政権論 ５「唐入り」と秀次事件 
（内   容） テキスト第５章の解説 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 14 回 豊臣政権論 まとめと平常テスト 
（内   容） まとめと平常テスト 
（必要な準備） テキストを読んでおく 

第 15 回 京都における秀吉関連地見学 
（内   容） 京都に残る秀吉関連史跡を見学する。 
（必要な準備） これまでの復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 日本史特論（３）<近世～近代> 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 History 3：Early Modern - Modern 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 笹部 昌利 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

「幕末維新」とよばれる変革の時代を再評価するため、それに積極的に関わった人物の意識や行動、背景となる

政治秩序を考察していく。また、「幕末維新」の激動性を強調して理解しようとした日本近代における人間の歴

史観についても検討し、日本近世、日本近代、双方向から見直したい。 
学習成果 

到達目標 

1）幕末維新の歴史について、これまでの歴史教育や歴史教科書による一面的な理解でなく、様々な可能性を想

定し、多角的に理解しようとする姿勢を身につけること。 
２）人物を素材として、政治制度や社会を考察する歴史学的方法を身につける 

評価方法 
定期試験

（  60  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 笹部昌利編『幕末維新人物新論―時代をよみとく 16 のまなざし』昭和堂、2009 年 

参考書 授業中に紹介する。 

留意事項 
授業はおおよそ笹部による講義形式でとりおこなうが、文献・史料を輪読することもある。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）授業の内容と幕末維新史研究の概観 

（必要な準備） 

第２回 ペリー来航と日本開国 
（内   容）日本近世の対外秩序とその変容について 

（必要な準備）ペリー来航への基礎知識 

第３回 坂本龍馬論 
（内   容）身分論と行動の関係性を問う 

（必要な準備）坂本龍馬の基礎知識 

第４回 吉田松陰論 
（内   容）求められる人材と草莽との関係性を問う 

（必要な準備）吉田松陰の基礎知識  

第５回 井伊直弼論 
（内   容）大名の対外思想と攘夷論 

（必要な準備）井伊直弼の基礎知識 

第６回 武市瑞山論 
（内   容）尊王攘夷運動と政治行動を考える 

（必要な準備）幕末の土佐藩についての基礎知識 

第７回 島津久光論 
（内   容）大名家の組織論と外交について考える 

（必要な準備）幕末の薩摩藩についての基礎知識 

第８回 西郷隆盛・大久保利通論 
（内   容）身分論と行動との関係性について問う 

（必要な準備）西郷隆盛・大久保利通の基礎知識 

第９回 高杉晋作論 
（内   容）高杉晋作と奇兵隊について考える 

（必要な準備）幕末の長州藩についての基礎知識 

第 10 回 近藤勇論 
（内   容）浪士身分と行動との関係性について 

（必要な準備）新選組の基礎知識 

第 11 回 勝海舟論 
（内   容）幕臣の出世と政治判断について問う 

（必要な準備）勝海舟の基礎知識 

第 12 回 徳川慶喜論 
（内   容）幕末の将軍権力について考える 

（必要な準備）徳川慶喜の基礎知識 

第 13 回 三条実美論 
（内   容）江戸時代の公家社会と政治行動について問う 

（必要な準備）幕末の公家社会に関する知識 

第 14 回 「幕末の志士」論 
（内   容）「志士」とはなにかを考える 

（必要な準備）配布論文を読む 

第 15 回 

 

まとめ 幕末維新と日本近代 

 

（内   容）授業の総括と幕末維新史研究の展望 

（必要な準備）特になし 

オフィス 

アワー 
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授業名 京都の歴史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

京都で育まれた歴史と文化を学んで、京都検定 2 級合格程度の知識を身につけ、社会に出た後の基礎的教養とす

る。 

学習成果 

到達目標 

１)教養として知っておくべき歴史知識を獲得することができる。 

２)獲得した知識・内容を他の人に説明できる。 

３)京都検定 2級合格程度の歴史知識を発展的に獲得することができる。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 京都商工会議所編『京都・観光文化検定試験 公式テキストブック』（2010 淡交社） 

参考書 京都市史編纂所編『京都の歴史』全 10 巻 

留意事項 
12 月 11 日（日）実施予定の京都検定を受検すること前提とした授業とします。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス  
（内   容） 京都検定の説明と過去問挑戦 
（必要な準備） 特になし 

第２回 平安時代～鎌倉時代の京都の歴史 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第３回 室町時代～近現代の京都の歴史   
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第４回 近世の史跡  
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第５回 幕末・近代の史跡 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第６回 京都の建築 ～寺院・神社・宮殿・邸宅～ 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第７回 京都の庭園 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第８回 京都の地名 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第９回 京都の自然と京都の観光 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第 10 回 第１回・第２回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 11 回 第３回・第４回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 12 回 第５回・第６回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 13 回 第７回・第８回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 14 回 第９回・第１０回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 15 回 第１１回・第１２回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 京の服装文化 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Culture of Kyoto Clothing 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

染織技法の基礎を講義する。さらに、現在の和服が形成されるまでの歴史を概観する。 1．古代の貴族の服装 2．
中世の武家の服装 3．近世の町人の服装 4．現代の和服 

学習成果 

到達目標 

1）染織技法の基礎を理解する。 
2）和服がどのように形成されたのかについて説明することができる。 
3）現代の和服文化がどのような状況にあるのかについて説明することができる。 

評価方法 
定期試験

（  80 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                      ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 随時指示する 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標 
（必要な準備） 

第２回 染技法の基礎 
（内   容） 染技法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 織技法の基礎 
（内   容） 織技法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第４回 京都の染織品 
（内   容） 京都の染織品について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第５回 平安時代の服装文化：文化の特色と服装 
（内   容） 平安時代の特徴と服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第６回 平安時代の服装文化：男性の服装 
（内   容） 平安貴族の男性の服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第７回 平安時代の服装文化：女性の服装 
（内   容） 平安貴族の女性の服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 平安時代の服装文化：色と文様 
（内   容） 平安貴族の服飾の色と文様 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第９回 鎌倉・室町時代の服装文化 
（内   容） 中世武家の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 10 回 桃山時代の服装文化 
（内   容） 桃山時代の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 11 回 江戸時代の服装文化：江戸時代前期の服装 
（内   容） 江戸時代前期の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 12 回 江戸時代の服装文化：友禅染の開発 
（内   容） 友禅染開発の経緯とその特徴 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 13 回 江戸時代の服装文化：身分と服装 
（内   容） 武家の服飾と町人の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 14 回 現代の西陣 
（内   容） 現代の西陣の状況 
（必要な準備） 配付資料を読む。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 全体の総括 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 
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授業名 京都の歴史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 History of Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

京都で育まれた歴史と文化を学んで、京都検定 2 級合格程度の知識を身につけ、社会に出た後の基礎的教養とす

る。 

学習成果 

到達目標 

１)教養として知っておくべき歴史知識を獲得することができる。 

２)獲得した知識・内容を他の人に説明できる。 

３)京都検定 2級合格程度の歴史知識を発展的に獲得することができる。 

評価方法 
定期試験

（  80  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 京都商工会議所編『京都・観光文化検定試験 公式テキストブック』（2010 淡交社） 

参考書 京都市史編纂所編『京都の歴史』全 10 巻 

留意事項 
12 月 11 日（日）実施予定の京都検定を受検すること前提とした授業とします。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス  
（内   容） 京都検定の説明と過去問挑戦 
（必要な準備） 特になし 

第２回 平安時代～鎌倉時代の京都の歴史 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第３回 室町時代～近現代の京都の歴史   
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第４回 近世の史跡  
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第５回 幕末・近代の史跡 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第６回 京都の建築 ～寺院・神社・宮殿・邸宅～ 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第７回 京都の庭園 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第８回 京都の地名 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第９回 京都の自然と京都の観光 
（内   容） テキストの解説 
（必要な準備） テキスト該当部分を熟読しておくこと 

第 10 回 第１回・第２回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 11 回 第３回・第４回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 12 回 第５回・第６回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 13 回 第７回・第８回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 14 回 第９回・第１０回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

第 15 回 第１１回・第１２回京都検定２級過去問 
（内   容） 過去の問題にチャレンジ 
（必要な準備） これまでの復習 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

 

授業名 京の服装文化 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Culture of Kyoto Clothing 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

染織技法の基礎を講義する。さらに、現在の和服が形成されるまでの歴史を概観する。 1．古代の貴族の服装 2．
中世の武家の服装 3．近世の町人の服装 4．現代の和服 

学習成果 

到達目標 

1）染織技法の基礎を理解する。 
2）和服がどのように形成されたのかについて説明することができる。 
3）現代の和服文化がどのような状況にあるのかについて説明することができる。 

評価方法 
定期試験

（  80 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(思考力                      ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 随時指示する 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 科目ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標 
（必要な準備） 

第２回 染技法の基礎 
（内   容） 染技法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 織技法の基礎 
（内   容） 織技法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第４回 京都の染織品 
（内   容） 京都の染織品について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第５回 平安時代の服装文化：文化の特色と服装 
（内   容） 平安時代の特徴と服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第６回 平安時代の服装文化：男性の服装 
（内   容） 平安貴族の男性の服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第７回 平安時代の服装文化：女性の服装 
（内   容） 平安貴族の女性の服装 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 平安時代の服装文化：色と文様 
（内   容） 平安貴族の服飾の色と文様 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第９回 鎌倉・室町時代の服装文化 
（内   容） 中世武家の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 10 回 桃山時代の服装文化 
（内   容） 桃山時代の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 11 回 江戸時代の服装文化：江戸時代前期の服装 
（内   容） 江戸時代前期の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 12 回 江戸時代の服装文化：友禅染の開発 
（内   容） 友禅染開発の経緯とその特徴 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 13 回 江戸時代の服装文化：身分と服装 
（内   容） 武家の服飾と町人の服飾 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第 14 回 現代の西陣 
（内   容） 現代の西陣の状況 
（必要な準備） 配付資料を読む。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 全体の総括 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 
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授業名 京都体験実習（１） 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Practical Experience in Kyoto 1 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

夏季休暇中に行う職業体験を通して社会人に向けての心構え、職業意識の形成を培うことが目的である。それに

向けての企業研究をグループごとに行い発表する。またマナーや自己紹介の仕方などの事前準備を行う。 

学習成果 

到達目標 

１）プレゼンテーション能力、探究心を養い、社会への理解、職業意識を高める。 
２）自分を見つめなおす。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(基礎の社会人力             ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
秋学期の「京都体験実習（2）」と連続する講義である。必ず通年で単位登録し、夏季休暇中に行う職業体験に参

加すること。高い意欲や積極性が求められるので安易な気持ちで受講することはできない。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）職業体験の意義・目的 
（必要な準備） 

第２回 職業体験報告 
（内   容）2 回生による職業体験報告 
（必要な準備） 

第３回 グループワーク 1 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第４回 グループワーク 2 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第５回 グループワーク 3 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第６回 事前学習 1 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第７回 事前学習 2 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第８回 事前学習 3 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第９回 事前学習 4 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 事前学習 5 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 11 回 事前学習 6 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 職業体験事前説明１ 
（内   容）ビジネスマナー 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 職業体験事前説明２ 
（内   容）職業体験の心構えと準備 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 14 回 職業体験事前説明 3 
（内   容）受け入れ先企業の説明 
（必要な準備）受け入れ先企業について調べておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）春学期のまとめ 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 
授業名 京都体験実習（２） 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Practical Experience in Kyoto 2 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

春季休暇中に行う職業体験を通して、さらなる社会人に向けての心構え、職業意識の形成を培うことが目的であ

る。体験を通して自分がどんな仕事や職種に向いているかという職業適性を把握する。また職業体験に向けて個

人ごとに企業研究を行い発表する。 

学習成果 

到達目標 

１）職業適性、職業選択。 

２）自分を知る。 

 

評価方法 
定期試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50 ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(基礎社会人力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
京都体験実習（１）を合わせて受講していること。この授業のみの受講は認められない。春休みに実施する職業

体験に必ず参加していること。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 職業体験報告 1 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第３回 職業体験報告 2 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第４回 職業体験報告 3 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第５回 事前学習 1 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第６回 事前学習 2 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第７回 事前学習 3 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第８回 事前学習 4 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第９回 事前学習 5 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 事前学習 6 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第 11 回 職業体験事前説明１ 
（内   容）受け入れ先企業の説明 

（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 職業体験事前説明２ 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 13 回 職業体験事前説明 3 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 14 回 職業体験事前説明 4 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 15 回 まとめ 
（内   容）秋学期のまとめ 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 京都体験実習（１） 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Practical Experience in Kyoto 1 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

夏季休暇中に行う職業体験を通して社会人に向けての心構え、職業意識の形成を培うことが目的である。それに

向けての企業研究をグループごとに行い発表する。またマナーや自己紹介の仕方などの事前準備を行う。 

学習成果 

到達目標 

１）プレゼンテーション能力、探究心を養い、社会への理解、職業意識を高める。 
２）自分を見つめなおす。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(基礎の社会人力             ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
秋学期の「京都体験実習（2）」と連続する講義である。必ず通年で単位登録し、夏季休暇中に行う職業体験に参

加すること。高い意欲や積極性が求められるので安易な気持ちで受講することはできない。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）職業体験の意義・目的 
（必要な準備） 

第２回 職業体験報告 
（内   容）2 回生による職業体験報告 
（必要な準備） 

第３回 グループワーク 1 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第４回 グループワーク 2 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第５回 グループワーク 3 
（内   容）グループによる課題研究と発表 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第６回 事前学習 1 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第７回 事前学習 2 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第８回 事前学習 3 
（内   容）グループによる企業研究 
（必要な準備）該当企業の研究 

第９回 事前学習 4 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 事前学習 5 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 11 回 事前学習 6 
（内   容）研究発表 
（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 職業体験事前説明１ 
（内   容）ビジネスマナー 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 13 回 職業体験事前説明２ 
（内   容）職業体験の心構えと準備 
（必要な準備）配布資料を読んでおく 

第 14 回 職業体験事前説明 3 
（内   容）受け入れ先企業の説明 
（必要な準備）受け入れ先企業について調べておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）春学期のまとめ 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 
授業名 京都体験実習（２） 開講学年 １回生 単位数 １単位 

英文名 Practical Experience in Kyoto 2 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

春季休暇中に行う職業体験を通して、さらなる社会人に向けての心構え、職業意識の形成を培うことが目的であ

る。体験を通して自分がどんな仕事や職種に向いているかという職業適性を把握する。また職業体験に向けて個

人ごとに企業研究を行い発表する。 

学習成果 

到達目標 

１）職業適性、職業選択。 

２）自分を知る。 

 

評価方法 
定期試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50 ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

☑(基礎社会人力               ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 使用しない。 

留意事項 
京都体験実習（１）を合わせて受講していること。この授業のみの受講は認められない。春休みに実施する職業

体験に必ず参加していること。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 職業体験報告 1 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第３回 職業体験報告 2 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第４回 職業体験報告 3 
（内   容）春学期受け入れ先企業体験の報告 
（必要な準備）レジュメ 

第５回 事前学習 1 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第６回 事前学習 2 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第７回 事前学習 3 
（内   容）企業研究 

（必要な準備）該当企業の研究 

第８回 事前学習 4 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第９回 事前学習 5 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 事前学習 6 
（内   容）研究発表 

（必要な準備）レジュメ 

第 11 回 職業体験事前説明１ 
（内   容）受け入れ先企業の説明 

（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 職業体験事前説明２ 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 13 回 職業体験事前説明 3 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 14 回 職業体験事前説明 4 
（内   容）受け入れ先企業についての発表 

（必要な準備）受け入れ先企業の資料 

第 15 回 まとめ 
（内   容）秋学期のまとめ 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 京の文学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Literature of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

 較的平易な古語で書かれた、説話と噺本の中から京を舞台とする話を精読し、活き活きとした京の人々の姿

や思いも掛けない姿を、理解していってもらう。 

学習成果 

到達目標 

１）生身の京に生きた人々の姿を十分理解し、説明することができる。 
２）各時代の人々の物の考え方を説明できる。 
３）古語をある程度理解できる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 配布プリント 

参考書  

留意事項 毎回の講義の終了時に次回の教材を配布するので、必ず予習してくること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 授業の概要と評価方法について 
（必要な準備） 

第２回 説話を読む・偸盗 （内   容） 『今昔物語』第二十九巻・第三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第３回 説話を読む・信仰 （内   容） 『今昔物語』第二十九巻・第二十三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第４回 説話を読む・夢 
（内   容） 『宇治拾遺物語』第五巻・第一話と第六巻・

第四話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第５回 説話を読む・庶民生活 （内   容） 『宇治拾遺物語』第六巻・第四話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第６回 説話を読む・利口 （内   容） 『十訓抄』第一巻・第十八話と第四十一話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第７回 説話を読む・好色 （内   容） 『古本説話集』第六話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第８回 説話を読む・英知 （内   容） 『古本説話集』第六十六話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第９回 説話を読む・優れた女 （内   容） 『古今著聞集』巻第十二・第四三三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 10 回 説話を読む・したたかな女 （内   容） 『古今著聞集』巻第八・第三二二話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 11 回 説話を読む・強い女 
（内   容） 『古今著聞集』巻第五・第一九〇話と巻第八・

第 三一九話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 12 回 噺本を読む・笑話 （内   容） 『醒睡笑』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 13 回 噺本を読む・信長 （内   容） 『きのふはけふの物語』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 14 回 噺本を読む・批判精神 （内   容） 『一休咄』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 15 回 まとめ （内   容） 総括と質問。オフィスアワー併用。 
（必要な準備） 質問の用意。 

オフィス 

アワー 
水曜日御前 10 時から 12 時まで 

 

 
授業名 京の食生活 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Dietary Life of Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 饗庭 照美 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

京都は、千年余り都がおかれていたこと、そして水にも恵まれ、土壌も肥沃であったこと、さらに四方を山に囲

まれた盆地という風土から、他には例を見ない食文化を成立させてきた。この授業では、まず、京料理、おばん

ざいについて学び、またその料理を支えてきた食材についても学ぶ。さらに、今日にまで伝わる伝統食について

学びながら、京都の食文化の特色と魅力を理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）京の食文化の特徴を理解する。 
２）１）が作り上げられてきた要因を理解する。 
３）現在の京の食文化の問題点を理解する。 

評価方法 
定期試験

（  ８０ ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  ２０ ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (汎用的能力                  ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 資料を配布する。 

留意事項 調理実習や学外授業等を予定しているが、受講人数等によって変更の可能性があることもご了承いただきたい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 日本料理と京料理 

（内   容） 京料理とは何かを考える。 
（必要な準備） どのようなものを京料理というか考えてお

く。 

第２回 京料理の歴史 
（内   容） 京料理がどのように成立していったのか。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第３回 京都の伝統加工食品 
（内   容） 京都の伝統加工食品とその知恵。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第４回 京とお茶 
（内   容） なぜ宇治茶が日本茶の代表となったのか。 
（必要な準備） お茶にはどんな種類があるか考えてみよう。 

第５回 行事食１（調理実習） 
（内   容） 亥の子餅をつくり、その由来について学ぶ。 
（必要な準備） エプロン、三角巾、お手拭きを持参すること。 

第６回 おばんざいとは１（講義） 

（内   容） おばんざいがどのように成立したのか。 
（必要な準備） おばんざいにはどのようなものがあるか考え

ておく。 

第７回 京の食と野菜 
（内   容） どのようなものを京野菜というのか。 
（必要な準備） 京野菜にはどんなものがあるか考えておく。 

第８回 京の食と魚 １（北前船が運んできたもの） 
（内   容） 北前船が運んできた海の幸について。 
（必要な準備） 京の魚として何が思いつくか考えておこう。 

第９回 京の食と魚 ２（京都近郊の魚） 
（内   容） 若狭もの、川魚、ハモ 等について。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第 10 回 おばんざい２（調理実習） 
（内   容） 代表的なおばんざいを調理する。 
（必要な準備） エプロン、三角巾、お手拭きを持参すること。 

第 11 回 精進料理 
（内   容） 京都の精進料理について学ぶ 
（必要な準備） 精進料理について予習しておく。 

第 12 回 行事食 ２（調理実習） 
（内   容） 京のお正月の行事食について学ぶ。 
（必要な準備） どんな行事食があるか考えておこう。 

第 13 回 京の和菓子 
（内   容） 京都の和菓子について学ぶ。 
（必要な準備） 京都の伝統的なお菓子を調べてみよう。 

第 14 回 これからの京の食文化 
（内   容） 京の食文化の現在の問題点等を考える。 
（必要な準備） これまでの授業全体をふりかえっておこう。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） まとめ 
（必要な準備） これまでの授業全体をふりかえっておこう。 

オフィス 

アワー 
初回の授業で連絡します。 
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授業名 京の文学 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Literature of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

 較的平易な古語で書かれた、説話と噺本の中から京を舞台とする話を精読し、活き活きとした京の人々の姿

や思いも掛けない姿を、理解していってもらう。 

学習成果 

到達目標 

１）生身の京に生きた人々の姿を十分理解し、説明することができる。 
２）各時代の人々の物の考え方を説明できる。 
３）古語をある程度理解できる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 配布プリント 

参考書  

留意事項 毎回の講義の終了時に次回の教材を配布するので、必ず予習してくること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 授業の概要と評価方法について 
（必要な準備） 

第２回 説話を読む・偸盗 （内   容） 『今昔物語』第二十九巻・第三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第３回 説話を読む・信仰 （内   容） 『今昔物語』第二十九巻・第二十三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第４回 説話を読む・夢 
（内   容） 『宇治拾遺物語』第五巻・第一話と第六巻・

第四話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第５回 説話を読む・庶民生活 （内   容） 『宇治拾遺物語』第六巻・第四話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第６回 説話を読む・利口 （内   容） 『十訓抄』第一巻・第十八話と第四十一話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第７回 説話を読む・好色 （内   容） 『古本説話集』第六話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第８回 説話を読む・英知 （内   容） 『古本説話集』第六十六話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第９回 説話を読む・優れた女 （内   容） 『古今著聞集』巻第十二・第四三三話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 10 回 説話を読む・したたかな女 （内   容） 『古今著聞集』巻第八・第三二二話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 11 回 説話を読む・強い女 
（内   容） 『古今著聞集』巻第五・第一九〇話と巻第八・

第 三一九話 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 12 回 噺本を読む・笑話 （内   容） 『醒睡笑』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 13 回 噺本を読む・信長 （内   容） 『きのふはけふの物語』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 14 回 噺本を読む・批判精神 （内   容） 『一休咄』より５話程度 
（必要な準備） テキストの下読み 

第 15 回 まとめ （内   容） 総括と質問。オフィスアワー併用。 
（必要な準備） 質問の用意。 

オフィス 

アワー 
水曜日御前 10 時から 12 時まで 

 

 
授業名 京の食生活 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Dietary Life of Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 饗庭 照美 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

京都は、千年余り都がおかれていたこと、そして水にも恵まれ、土壌も肥沃であったこと、さらに四方を山に囲

まれた盆地という風土から、他には例を見ない食文化を成立させてきた。この授業では、まず、京料理、おばん

ざいについて学び、またその料理を支えてきた食材についても学ぶ。さらに、今日にまで伝わる伝統食について

学びながら、京都の食文化の特色と魅力を理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）京の食文化の特徴を理解する。 
２）１）が作り上げられてきた要因を理解する。 
３）現在の京の食文化の問題点を理解する。 

評価方法 
定期試験

（  ８０ ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  ２０ ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (汎用的能力                  ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 資料を配布する。 

留意事項 調理実習や学外授業等を予定しているが、受講人数等によって変更の可能性があることもご了承いただきたい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 日本料理と京料理 

（内   容） 京料理とは何かを考える。 
（必要な準備） どのようなものを京料理というか考えてお

く。 

第２回 京料理の歴史 
（内   容） 京料理がどのように成立していったのか。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第３回 京都の伝統加工食品 
（内   容） 京都の伝統加工食品とその知恵。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第４回 京とお茶 
（内   容） なぜ宇治茶が日本茶の代表となったのか。 
（必要な準備） お茶にはどんな種類があるか考えてみよう。 

第５回 行事食１（調理実習） 
（内   容） 亥の子餅をつくり、その由来について学ぶ。 
（必要な準備） エプロン、三角巾、お手拭きを持参すること。 

第６回 おばんざいとは１（講義） 

（内   容） おばんざいがどのように成立したのか。 
（必要な準備） おばんざいにはどのようなものがあるか考え

ておく。 

第７回 京の食と野菜 
（内   容） どのようなものを京野菜というのか。 
（必要な準備） 京野菜にはどんなものがあるか考えておく。 

第８回 京の食と魚 １（北前船が運んできたもの） 
（内   容） 北前船が運んできた海の幸について。 
（必要な準備） 京の魚として何が思いつくか考えておこう。 

第９回 京の食と魚 ２（京都近郊の魚） 
（内   容） 若狭もの、川魚、ハモ 等について。 
（必要な準備） 前回の復習をしておくこと。 

第 10 回 おばんざい２（調理実習） 
（内   容） 代表的なおばんざいを調理する。 
（必要な準備） エプロン、三角巾、お手拭きを持参すること。 

第 11 回 精進料理 
（内   容） 京都の精進料理について学ぶ 
（必要な準備） 精進料理について予習しておく。 

第 12 回 行事食 ２（調理実習） 
（内   容） 京のお正月の行事食について学ぶ。 
（必要な準備） どんな行事食があるか考えておこう。 

第 13 回 京の和菓子 
（内   容） 京都の和菓子について学ぶ。 
（必要な準備） 京都の伝統的なお菓子を調べてみよう。 

第 14 回 これからの京の食文化 
（内   容） 京の食文化の現在の問題点等を考える。 
（必要な準備） これまでの授業全体をふりかえっておこう。 

第 15 回 まとめ 
（内   容） まとめ 
（必要な準備） これまでの授業全体をふりかえっておこう。 

オフィス 

アワー 
初回の授業で連絡します。 

 
167

歴
史
学
科
（
発
展
科
目
）

2016年度版_華頂短期大学03シラ�ス.indd   167 16.3.22   11:05:53 AM



 

授業名 京の年中行事 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Annual Events of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

 『十二月遊び』を読みながら、京都の四季を通じた様々な年中行事を理解し、現代にまで続くその歴史的展開に

ついて考える。絵画資料の見方も習得する。 

学習成果 

到達目標 

１）京都の年中行事を学び、京都の歴史や文化への理解を深める。 
２）京都の年中行事について語れるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 毎回担当者を決めて発表してもらう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 授業概要について説明する。 
（必要な準備） 

第２回 序文 （内   容） 京都の暮らしついて学ぶ。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第３回 一月 （内   容） 一月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第４回 二月 （内   容） 二月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第５回 三月 （内   容） 三月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第６回 四月 （内   容） 四月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第７回 五月 （内   容） 五月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第８回 六月 （内   容） 六月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第９回 七月 （内   容） 七月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 10 回 八月 （内   容） 八月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 11 回 九月 （内   容） 九月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 12 回 十月 （内   容） 十月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 13 回 十一月 （内   容） 十一月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 14 回 十二月 （内   容） 十二月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 15 回 まとめ （内   容） 講義内容についてまとめる。 
（必要な準備） 質問事項の整理 

オフィス 

アワー 
金曜日午後 12 時から 15 時まで 

 

 

授業名 京の伝統芸術 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Traditional Arts of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都に都が移されて千二百有余年。この年月の間に醸成された有形あるいは無形の伝統文化、伝統産業に触れる

事により、そこから昇華した伝統芸術について見ていく。日本文化の中心として古き良きものを継承しつつ、新

たな文化をも創生していった京都の伝統芸術を実際に体験を交えながら探究していく。 
学習成果 

到達目標 

１）京に生まれた伝統文化・伝統芸術を見ていく事で、京都の歴史や伝統の重みを知る。 
２）伝統の大切さを知る。 
３）京都検定２級合格を目指す。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『京都・観光文化検定試験』（淡交社） 

参考書 使用しない。 

留意事項 
京都検定 2 級を受けることが望ましい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンスと京の寺社建築 
（内   容）授業の進め方と京都の寺社建築について 
（必要な準備）テキストの該当部分を読んでおく。 

第２回 京の伝統工芸 
（内   容） 京都の工芸・染織について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第３回 京の美術 
（内   容） 京都の絵画・彫刻について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第４回 京の菓子 
（内   容） 京菓子について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第５回 京の茶道・華道 
（内   容） 京都の茶道・華道について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第６回 学外授業（西陣織会館） 
（内   容） 京都の織物について学ぶ 
（必要な準備） 染織について復習しておく 

第７回 学外授業（茶道体験・京菓子食べ歩き） 
（内   容） 茶道を体験し、京菓子を味わう。 
（必要な準備） 茶道について復習しておく 

第８回 京の能・狂言・歌舞伎 
（内   容） 京都の能・狂言・歌舞伎について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第９回 京の花街 
（内   容） 京の花街について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 10 回 学外授業（祇園花街散策） 
（内   容） 祇園・宮川町・先斗町を散策する 
（必要な準備） 見学先について調べておく 

第 11 回 京の祭 
（内   容） 京都三大祭りについて 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 12 回 京の年中行事 
（内   容） 京都の主な年中行事について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 13 回 京の庭園 
（内   容） 平安～近代の庭園について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 14 回 京の建築 
（内   容） 茶室・数寄屋・町家・近代建築について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 15 回 学外授業（京の建築・庭園見学） 
（内   容） 京都の主な建築・庭園を見学する 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 
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授業名 京の年中行事 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Annual Events of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

 『十二月遊び』を読みながら、京都の四季を通じた様々な年中行事を理解し、現代にまで続くその歴史的展開に

ついて考える。絵画資料の見方も習得する。 

学習成果 

到達目標 

１）京都の年中行事を学び、京都の歴史や文化への理解を深める。 
２）京都の年中行事について語れるようになる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 毎回担当者を決めて発表してもらう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 授業概要について説明する。 
（必要な準備） 

第２回 序文 （内   容） 京都の暮らしついて学ぶ。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第３回 一月 （内   容） 一月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第４回 二月 （内   容） 二月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第５回 三月 （内   容） 三月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第６回 四月 （内   容） 四月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第７回 五月 （内   容） 五月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第８回 六月 （内   容） 六月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第９回 七月 （内   容） 七月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 10 回 八月 （内   容） 八月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 11 回 九月 （内   容） 九月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 12 回 十月 （内   容） 十月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 13 回 十一月 （内   容） 十一月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 14 回 十二月 （内   容） 十二月の箇所を読む。 
（必要な準備） 翻字と下調べ 

第 15 回 まとめ （内   容） 講義内容についてまとめる。 
（必要な準備） 質問事項の整理 

オフィス 

アワー 
金曜日午後 12 時から 15 時まで 

 

 

授業名 京の伝統芸術 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Traditional Arts of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都に都が移されて千二百有余年。この年月の間に醸成された有形あるいは無形の伝統文化、伝統産業に触れる

事により、そこから昇華した伝統芸術について見ていく。日本文化の中心として古き良きものを継承しつつ、新

たな文化をも創生していった京都の伝統芸術を実際に体験を交えながら探究していく。 
学習成果 

到達目標 

１）京に生まれた伝統文化・伝統芸術を見ていく事で、京都の歴史や伝統の重みを知る。 
２）伝統の大切さを知る。 
３）京都検定２級合格を目指す。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『京都・観光文化検定試験』（淡交社） 

参考書 使用しない。 

留意事項 
京都検定 2 級を受けることが望ましい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンスと京の寺社建築 
（内   容）授業の進め方と京都の寺社建築について 
（必要な準備）テキストの該当部分を読んでおく。 

第２回 京の伝統工芸 
（内   容） 京都の工芸・染織について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第３回 京の美術 
（内   容） 京都の絵画・彫刻について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第４回 京の菓子 
（内   容） 京菓子について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第５回 京の茶道・華道 
（内   容） 京都の茶道・華道について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第６回 学外授業（西陣織会館） 
（内   容） 京都の織物について学ぶ 
（必要な準備） 染織について復習しておく 

第７回 学外授業（茶道体験・京菓子食べ歩き） 
（内   容） 茶道を体験し、京菓子を味わう。 
（必要な準備） 茶道について復習しておく 

第８回 京の能・狂言・歌舞伎 
（内   容） 京都の能・狂言・歌舞伎について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第９回 京の花街 
（内   容） 京の花街について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 10 回 学外授業（祇園花街散策） 
（内   容） 祇園・宮川町・先斗町を散策する 
（必要な準備） 見学先について調べておく 

第 11 回 京の祭 
（内   容） 京都三大祭りについて 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 12 回 京の年中行事 
（内   容） 京都の主な年中行事について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 13 回 京の庭園 
（内   容） 平安～近代の庭園について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 14 回 京の建築 
（内   容） 茶室・数寄屋・町家・近代建築について 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

第 15 回 学外授業（京の建築・庭園見学） 
（内   容） 京都の主な建築・庭園を見学する 
（必要な準備） テキストの該当部分を読んでおく 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 
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授業名 京都の観光産業 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Tourist Industry in Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の観光産業について、歴史・文化・年中行事・伝統から総合的に理解する。観光産業として、歴史的にいか

に成立してきたのかを理解し、現在、観光産業としての京都の位置付けを考えてみる。さらに、未来の観光産業

として京都が何をアピールできるのかを考えてみる。 
学習成果 

到達目標 

１）環境産業としての京都について、表面的ではなく、どのように成り立っているのかを学習する。 
２）京都の観光産業についてデータから把握する。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
京都の観光産業について、観光だけではなく産業としてどのように成立しているのかを常に念頭においておく。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 観光都市京都 1 
（内   容）歴史にみる京都観光 
（必要な準備）イメージ 

第３回 観光都市京都 2 
（内   容）現在にみる京都観光 
（必要な準備）旅行業者のパンフレット 

第４回 京都の観光資源 1 
（内   容）京都の観光資源について 

（必要な準備）京都のガイドブック 

第５回 京都の観光資源 2 
（内   容）京都の観光資源について 

（必要な準備）京都のガイドブック 

第６回 京都の観光戦略 1 
（内   容）京都の「売り」 
（必要な準備）京都のイメージ 

第７回 京都の観光戦略 2 
（内   容）京都の「売り」 
（必要な準備）京都のイメージ 

第８回 京都の観光産業 1 
（内   容）産業としての観光 
（必要な準備）京都の代表的な観光産業の理解 

第９回 京都の観光産業 2 
（内   容）産業としての観光 
（必要な準備）京都の代表的な観光産業の理解 

第 10 回 フィールドワーク 
（内   容）京都を代表する観光産業フィールドワーク 
（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 事後学習 
（内   容）観光産業としての京都タワー 
（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 発表・討論 1。 
（内   容）何を京都としてアピールしたいのか 
（必要な準備）レジュメ 

第 13 回 
発表・討論 2 （内   容）何を京都としてアピールしたいのか 

（必要な準備）レジュメ 

第 14 回 
発表・討論 3 （内   容）何を京都としてアピールしたいのか 

（必要な準備）レジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）春学期のまとめ 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 京都観光マーケティング 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Tourist Marketing of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 川島 智生 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都観光について、関わる各事業ごとのマーケティング戦略を検証し、理解させる。実際に京都観光のマーケテ

ィングについてのフィールドワークもおこない、各自がレポートとしてまとめ、発表をおこなう。京都観光に関

するフィールドワークを実施する。 
学習成果 

到達目標 

１）京都観光におけるマーケティングの役割について理解する。 
２）京都観光の実態をマーケティングの観点から把握する。 
３）今後の京都観光マーケティングの提案をおこなうことを目標とする。 

評価方法 
定期試験

（  40 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 未定 

参考書 山上徹『京都観光学』法律文化社、『京都観光学のススメ』人文書院 

留意事項 
現地フィールドワークを実施する 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 半年間のスケジュールとオリエンテーション 
（必要な準備） 

第２回 京都観光とマーケティング戦略 
（内   容） 京都観光とマーケティング戦略について 
（必要な準備） テキスト p169～p187 を事前学習 

第３回 京都観光の文化的戦略 
（内   容） 京都観光の文化的戦略について 
（必要な準備） テキスト p147～p167 を事前学習 

第４回 京都観光の地域観光事業 
（内   容） 京都観光と地域観光事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第５回 京都観光のリゾート事業 
（内   容） 京都観光のリゾート事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第６回 京都観光のテーマパーク事業 
（内   容） 京都観光のテーマパーク事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第７回 京都観光のツーリズム事業 
（内   容） 京都観光のツーリズム事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第８回 京都観光の宿泊事業 
（内   容） 京都の宿泊事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第９回 京都観光のイベント事業 
（内   容） 京都観光のイベント事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第 10 回 京都観光の運輸事業 
（内   容） 京都観光の運輸事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第 11 回 
京都観光のマーケティングについてのフィールド

ワーク（１） 

（内   容） 観光のマーケティングのフィールドワーク 
（必要な準備） 当該事業の事前学習 

第 12 回 
京都観光のマーケティングについてのフィールド

ワーク（２） 

（内   容） 観光のマーケティングのフィールドワーク 
（必要な準備） 当該事業の事前学習 

第 13 回 プレゼンテーション（１） 
（内   容） リサーチした観光マーケティングの発表 
（必要な準備） プレゼンテーションの用意とレジュメの配布 

第 14 回 プレゼンテーション（２） 
（内   容） リサーチした観光マーケティングの発表 
（必要な準備） プレゼンテーションの用意とレジュメの配布。  

第 15 回 レポートの提出 
（内   容） リサーチした観光マーケティングのレポート提出  
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 

オフィスアワーは設定しますが、研究室に在室していれば対応します。どうしてもの場合は、事前にメール又は

直接申出を 
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授業名 京都の観光産業 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Tourist Industry in Kyoto 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の観光産業について、歴史・文化・年中行事・伝統から総合的に理解する。観光産業として、歴史的にいか

に成立してきたのかを理解し、現在、観光産業としての京都の位置付けを考えてみる。さらに、未来の観光産業

として京都が何をアピールできるのかを考えてみる。 
学習成果 

到達目標 

１）環境産業としての京都について、表面的ではなく、どのように成り立っているのかを学習する。 
２）京都の観光産業についてデータから把握する。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
京都の観光産業について、観光だけではなく産業としてどのように成立しているのかを常に念頭においておく。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 観光都市京都 1 
（内   容）歴史にみる京都観光 
（必要な準備）イメージ 

第３回 観光都市京都 2 
（内   容）現在にみる京都観光 
（必要な準備）旅行業者のパンフレット 

第４回 京都の観光資源 1 
（内   容）京都の観光資源について 

（必要な準備）京都のガイドブック 

第５回 京都の観光資源 2 
（内   容）京都の観光資源について 

（必要な準備）京都のガイドブック 

第６回 京都の観光戦略 1 
（内   容）京都の「売り」 
（必要な準備）京都のイメージ 

第７回 京都の観光戦略 2 
（内   容）京都の「売り」 
（必要な準備）京都のイメージ 

第８回 京都の観光産業 1 
（内   容）産業としての観光 
（必要な準備）京都の代表的な観光産業の理解 

第９回 京都の観光産業 2 
（内   容）産業としての観光 
（必要な準備）京都の代表的な観光産業の理解 

第 10 回 フィールドワーク 
（内   容）京都を代表する観光産業フィールドワーク 
（必要な準備）行き先の事前学習 

第 11 回 事後学習 
（内   容）観光産業としての京都タワー 
（必要な準備）レジュメ 

第 12 回 発表・討論 1。 
（内   容）何を京都としてアピールしたいのか 
（必要な準備）レジュメ 

第 13 回 
発表・討論 2 （内   容）何を京都としてアピールしたいのか 

（必要な準備）レジュメ 

第 14 回 
発表・討論 3 （内   容）何を京都としてアピールしたいのか 

（必要な準備）レジュメ 

第 15 回 まとめ 
（内   容）春学期のまとめ 
（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 京都観光マーケティング 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Tourist Marketing of Kyoto 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 川島 智生 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都観光について、関わる各事業ごとのマーケティング戦略を検証し、理解させる。実際に京都観光のマーケテ

ィングについてのフィールドワークもおこない、各自がレポートとしてまとめ、発表をおこなう。京都観光に関

するフィールドワークを実施する。 
学習成果 

到達目標 

１）京都観光におけるマーケティングの役割について理解する。 
２）京都観光の実態をマーケティングの観点から把握する。 
３）今後の京都観光マーケティングの提案をおこなうことを目標とする。 

評価方法 
定期試験

（  40 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 未定 

参考書 山上徹『京都観光学』法律文化社、『京都観光学のススメ』人文書院 

留意事項 
現地フィールドワークを実施する 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 半年間のスケジュールとオリエンテーション 
（必要な準備） 

第２回 京都観光とマーケティング戦略 
（内   容） 京都観光とマーケティング戦略について 
（必要な準備） テキスト p169～p187 を事前学習 

第３回 京都観光の文化的戦略 
（内   容） 京都観光の文化的戦略について 
（必要な準備） テキスト p147～p167 を事前学習 

第４回 京都観光の地域観光事業 
（内   容） 京都観光と地域観光事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第５回 京都観光のリゾート事業 
（内   容） 京都観光のリゾート事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第６回 京都観光のテーマパーク事業 
（内   容） 京都観光のテーマパーク事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第７回 京都観光のツーリズム事業 
（内   容） 京都観光のツーリズム事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第８回 京都観光の宿泊事業 
（内   容） 京都の宿泊事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第９回 京都観光のイベント事業 
（内   容） 京都観光のイベント事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第 10 回 京都観光の運輸事業 
（内   容） 京都観光の運輸事業について 
（必要な準備） 配布資料を事前学習 

第 11 回 
京都観光のマーケティングについてのフィールド

ワーク（１） 

（内   容） 観光のマーケティングのフィールドワーク 
（必要な準備） 当該事業の事前学習 

第 12 回 
京都観光のマーケティングについてのフィールド

ワーク（２） 

（内   容） 観光のマーケティングのフィールドワーク 
（必要な準備） 当該事業の事前学習 

第 13 回 プレゼンテーション（１） 
（内   容） リサーチした観光マーケティングの発表 
（必要な準備） プレゼンテーションの用意とレジュメの配布 

第 14 回 プレゼンテーション（２） 
（内   容） リサーチした観光マーケティングの発表 
（必要な準備） プレゼンテーションの用意とレジュメの配布。  

第 15 回 レポートの提出 
（内   容） リサーチした観光マーケティングのレポート提出  
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 

オフィスアワーは設定しますが、研究室に在室していれば対応します。どうしてもの場合は、事前にメール又は

直接申出を 
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授業名 博物館概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Museum 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

博物館に関する基本的知識の講義を行う。それに加えて、高齢社会における生涯教育の中での博物館の役割など

についても講義する。 

学習成果 

到達目標 

１）学芸員としての基礎知識をマスターする。 
２）人にも博物館とは何かを説明できるようにする。 
３）新しい博物館の魅力を発見できるようにする。 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『新時代の博物館学』全国大学博物館講座協議会西日本部会 編（芙蓉書房出版） 

参考書  

留意事項 
出来るだけ数多くの博物館を見学してほしい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 概略説明 
（必要な準備） 

第２回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 古代・中世の博物館的施設の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第３回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 近代・欧米博物科の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第４回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 現代世界の博物科の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第５回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の古代・中世の博物館的施設の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第６回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の博物館の設置事情 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第７回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の現代の博物館の状況の解説 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第８回 博物館の法律および行財政 

（内   容） 博物館法をはじめ博物館に関連する法律や行

財政について解説 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第９回 博物館の目的・種類・機能 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 10 回 博物館の諸活動（１） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 11 回 博物館の諸活動（２） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 12 回 博物館の諸活動（３） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 13 回 博物館倫理 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 14 回 博物館と生涯教育 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 15 回 博物館の現状と課題 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

授業名 図書館概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Library 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 渡邊 雄一 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

図書館の機能や社会における意義や役割について理解を図り、図書館の歴史と現状、館種別図書館と利用者ニー

ズ、図書館職員の役割と資格、類縁機関との関係、今後の課題と展望等の基本を学んでいく。 

学習成果 

到達目標 

１）図書館の概略を把握し、基本的な専門用語を覚えること。図書館司書資格を習得するための基礎的な知識を

習得する。 
２）図書館というものが人間の暮らしにおいて持つ意味、歴史の中で果たしてきた役割について理解すること。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『図書館概論』（JLA 図書館情報学テキストシリーズⅢ１）、塩見昇、日本図書館協会、2012 年 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
授業で学んだことを自分で経験して確かめるために、居住地の公共図書館を積極的に利用すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる。 
（必要な準備） 

第２回 図書館とは 
（内   容） 図書館の定義、種類について概説する。 
（必要な準備） テキスト P.13〜P.20 をよく読んでおくこと。 

第３回 図書館の理念：図書館の自由など 
（内   容） 「図書館の自由に関する宣言」について解説する。  
（必要な準備） テキスト P.57〜P.64 をよく読んでおくこと。 

第４回 図書館の自由について考える 

（内   容） 図書館の自由に関してグループディスカッション

を行い、互いに意見を出し合い、自分の考えを発表

する。 
（必要な準備）「図書館の自由に関する宣言」（テキスト P.65

〜 P.67）を読んでおくこと。 

第５回 図書館法規と行政 
（内   容） 公共図書館の根拠となる法的基盤について考察する。  
（必要な準備） 「教育基本法」、「社会教育法」の条文を読んでおくこと。  

第６回 図書館の歴史的展開（欧米） 
（内   容） 欧米における公立図書館の制度化の歴史について概説する。  
（必要な準備） テキスト P.225〜P.228 をよく読んでおくこと。  

第７回 図書館の歴史的展開（日本） 
（内   容） 日本の図書館の歴史的展開を概説する。 
（必要な準備） テキスト P.229～P.232 をよく読んでおくこと。  

第８回 公共図書館の制度と機能 
（内   容）「図書館法」の構成と性格を理解する。 
（必要な準備）「図書館法」の条文を読んでおくこと。 

第９回 公共図書館のサービス 
（内   容） 公共図書館が提供するサービスについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.146〜P.150 をよく読んでおくこと。  

第 10 回 公立図書館の管理運営について考える 

（内   容） 公立図書館の管理運営に関してグループディスカ

ッションを行い、互いに意見を出し合い、自分の考

えを発表する。 
（必要な準備） 指定管理者制度に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第 11 回 学校図書館の制度と機能 
（内   容） 学校図書館の役割と機能について概説する。 
（必要な準備） テキスト P.161〜P.168 をよく読んでおくこと。  

第 12 回 大学図書館の制度と機能 
（内   容） 大学図書館の法的根拠、機能などについて考察する。  
（必要な準備） テキスト P.177〜P.183 をよく読んでおくこと。  

第 13 回 専門図書館の制度と機能 
（内   容） 専門図書館の特性、類別、機能などについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.190〜P.193 をよく読んでおくこと。  

第 14 回 国立図書館の制度と機能 
（内   容） 国立図書館の法的基盤、図書館奉仕などについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.203〜211 をよく読んでおくこと。 

第 15 回 出版文化と図書館 
（内   容） 出版文化と図書館の貸出サービスとの関係について考察する。  
（必要な準備） テキスト P.45〜P.48 をよく読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く。）オフィスアワーを設けます。 
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授業名 博物館概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Museum 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

博物館に関する基本的知識の講義を行う。それに加えて、高齢社会における生涯教育の中での博物館の役割など

についても講義する。 

学習成果 

到達目標 

１）学芸員としての基礎知識をマスターする。 
２）人にも博物館とは何かを説明できるようにする。 
３）新しい博物館の魅力を発見できるようにする。 

評価方法 
定期試験

（  70  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『新時代の博物館学』全国大学博物館講座協議会西日本部会 編（芙蓉書房出版） 

参考書  

留意事項 
出来るだけ数多くの博物館を見学してほしい。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容） 概略説明 
（必要な準備） 

第２回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 古代・中世の博物館的施設の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第３回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 近代・欧米博物科の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第４回 博物館の歴史（世界） 
（内   容） 現代世界の博物科の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第５回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の古代・中世の博物館的施設の紹介 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第６回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の博物館の設置事情 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第７回 博物館の歴史（日本） 
（内   容） 日本の現代の博物館の状況の解説 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第８回 博物館の法律および行財政 

（内   容） 博物館法をはじめ博物館に関連する法律や行

財政について解説 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第９回 博物館の目的・種類・機能 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 10 回 博物館の諸活動（１） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 11 回 博物館の諸活動（２） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 12 回 博物館の諸活動（３） 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 13 回 博物館倫理 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 14 回 博物館と生涯教育 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

第 15 回 博物館の現状と課題 
（内   容） 以下、項目と同内容の講義 
（必要な準備） テキストで該当する箇所を読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

授業名 図書館概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Library 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 渡邊 雄一 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

図書館の機能や社会における意義や役割について理解を図り、図書館の歴史と現状、館種別図書館と利用者ニー

ズ、図書館職員の役割と資格、類縁機関との関係、今後の課題と展望等の基本を学んでいく。 

学習成果 

到達目標 

１）図書館の概略を把握し、基本的な専門用語を覚えること。図書館司書資格を習得するための基礎的な知識を

習得する。 
２）図書館というものが人間の暮らしにおいて持つ意味、歴史の中で果たしてきた役割について理解すること。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『図書館概論』（JLA 図書館情報学テキストシリーズⅢ１）、塩見昇、日本図書館協会、2012 年 

参考書 随時指示する。 

留意事項 
授業で学んだことを自分で経験して確かめるために、居住地の公共図書館を積極的に利用すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる。 
（必要な準備） 

第２回 図書館とは 
（内   容） 図書館の定義、種類について概説する。 
（必要な準備） テキスト P.13〜P.20 をよく読んでおくこと。 

第３回 図書館の理念：図書館の自由など 
（内   容） 「図書館の自由に関する宣言」について解説する。  
（必要な準備） テキスト P.57〜P.64 をよく読んでおくこと。 

第４回 図書館の自由について考える 

（内   容） 図書館の自由に関してグループディスカッション

を行い、互いに意見を出し合い、自分の考えを発表

する。 
（必要な準備）「図書館の自由に関する宣言」（テキスト P.65

〜 P.67）を読んでおくこと。 

第５回 図書館法規と行政 
（内   容） 公共図書館の根拠となる法的基盤について考察する。  
（必要な準備） 「教育基本法」、「社会教育法」の条文を読んでおくこと。  

第６回 図書館の歴史的展開（欧米） 
（内   容） 欧米における公立図書館の制度化の歴史について概説する。  
（必要な準備） テキスト P.225〜P.228 をよく読んでおくこと。  

第７回 図書館の歴史的展開（日本） 
（内   容） 日本の図書館の歴史的展開を概説する。 
（必要な準備） テキスト P.229～P.232 をよく読んでおくこと。  

第８回 公共図書館の制度と機能 
（内   容）「図書館法」の構成と性格を理解する。 
（必要な準備）「図書館法」の条文を読んでおくこと。 

第９回 公共図書館のサービス 
（内   容） 公共図書館が提供するサービスについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.146〜P.150 をよく読んでおくこと。  

第 10 回 公立図書館の管理運営について考える 

（内   容） 公立図書館の管理運営に関してグループディスカ

ッションを行い、互いに意見を出し合い、自分の考

えを発表する。 
（必要な準備） 指定管理者制度に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第 11 回 学校図書館の制度と機能 
（内   容） 学校図書館の役割と機能について概説する。 
（必要な準備） テキスト P.161〜P.168 をよく読んでおくこと。  

第 12 回 大学図書館の制度と機能 
（内   容） 大学図書館の法的根拠、機能などについて考察する。  
（必要な準備） テキスト P.177〜P.183 をよく読んでおくこと。  

第 13 回 専門図書館の制度と機能 
（内   容） 専門図書館の特性、類別、機能などについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.190〜P.193 をよく読んでおくこと。  

第 14 回 国立図書館の制度と機能 
（内   容） 国立図書館の法的基盤、図書館奉仕などについて概説する。  
（必要な準備） テキスト P.203〜211 をよく読んでおくこと。 

第 15 回 出版文化と図書館 
（内   容） 出版文化と図書館の貸出サービスとの関係について考察する。  
（必要な準備） テキスト P.45〜P.48 をよく読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く。）オフィスアワーを設けます。 
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授業名 生涯学習概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Lifelong Learning 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 渡邊 雄一 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

人は生まれたときから死ぬまで自ら学ぶ存在である。学びが多ければ多いほど人は自らをより高めることがで

き、豊かな人生を送ることができる。講義形式の授業によって生涯学習の理念やその歴史的展開を学ぶことを通

して、生涯学び続ける女性を目指すとともに、学びを支える側の立場や考え方も知り、生涯学習の意義と重要性

をまなび、自らの生活に生かしていける視点を与えることを目的とする。 

学習成果 

到達目標 

１）生涯学習の理念、現状と課題、推進方策について理解している。 
２）だれもが・いつでも・どこでも学習できる「学習社会」の在り方を提示することができる。 
３）教育を学校教育に限定するのではなく、成人や高齢者を対象とするインフォーマルな学習なども含めた全て

の教育活動を支援・推進する方策を提示することができる。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業中に指示する。 

参考書 授業中に指示する。 

留意事項 授業中に出された課題については主体的に取り組むこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる。 
（必要な準備） 

第２回 生涯学習とは何か 

（内   容） 生涯学習の理念について概説する。 
（必要な準備） 身近なところから生涯学習に関わることがな

いかどうかを調べておくこと。 

第３回 人間形成と生涯学習 
（内   容） 人間形成と学ぶことの意味について考察する。  
（必要な準備） 学習することの意味について考えておくこと。 

第４回 生涯発達と発達課題 

（内   容） 人間の生涯にわたる発達段階とそれぞれの発

達課題の内容について考察する。 
（必要な準備） 人間の発達について調べておくこと。 

第５回 生涯学習論の発端と経緯について 
（内   容） 生涯学習論の発生の背景とその後の経緯について解説する。  
（必要な準備） 前回までの復習をしておくこと。 

第６回 ラングランの生涯教育論 
（内   容） ラングランの提唱した生涯教育の理念について解説する。  
（必要な準備） ラングランに関する配付プリントを読んでおくこと。  

第７回 ハッチンスの学習社会論 
（内   容） ハッチンスの学習社会論について解説する。 
（必要な準備） 学習社会論に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第８回 フォール報告にみる学習観 
（内   容） フォール報告にみる学習観、人間観について解説する。  
（必要な準備） フォール報告に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第９回 OECD のリカレント教育 
（内   容） OECD のリカレント教育について解説する。 
（必要な準備） リカレント教育論に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第 10 回 我が国における生涯教育論の展開 

（内   容） 学習社会論や生涯教育論から生涯学習論への

展開について概説する。 
（必要な準備） 配付プリントをよく読んでおくこと。 

第 11 回 
我が国における生涯学習の必要性と各種審議 

会答申について 

（内   容） 社会教育審議会、中央教育審議会等にみられ

る生涯教育の理念と具体案について整理する。 
（必要な準備） 配付プリントをよく読んでおくこと。 

第 12 回 生涯学習社会における家庭教育について 
（内   容） 生涯学習社会における家庭教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 家庭教育の具体的内容について考えておくこと。  

第 13 回 生涯学習社会における学校教育について 
（内   容） 生涯学習社会における学校教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 学校教育と生涯学習の関わりについて調べておくこと。  

第 14 回 生涯学習社会における社会教育について 
（内   容） 生涯学習の中核を担う社会教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 社会教育の具体的内容について調べておくこと。  

第 15 回 生涯学習の事例発表 
（内   容） 各地域の生涯学習の取り組みについて調査し、その内容を発表する。  
（必要な準備）発表用資料を準備する。 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く。）オフィスアワーを設けます。 

 

 

授業名 風土と文化 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Climate and Culture 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 喜多 祐子 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

人は自然と共生し、人々との関わりのなかで文化を築きあげてきた。本講義では、自然に馳せる人々の想い、自

然の恵みを利用・活用したり、あるいは自然の脅威に対処しながら、土地に根差した人々の生活、自然と人々と

の交流や歴史のなかで育まれてきた文化についてみていきたい。 
学習成果 

到達目標 

１）自然と人間との関わりについて理解を深める。 
２）様々な事例を通して、自分の意見を述べることができる。 
３）今後の生活や社会のなかで活かせるような知識を習得する。 

評価方法 
定期試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト なし 

参考書 講義内で随時紹介 

留意事項 
ノートをとる習慣をつけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 風土とは？ 
（内   容）「風土」に関する概説 
（必要な準備）「風土」という言葉を辞書で調べてくること 

第２回 地域差とは？ 
（内   容） 地域の特徴、グローバリゼーション 
（必要な準備） 前回の復習 

第３回 自然をめでる文化 
（内   容） 人々が思い描く「美しい風景」、自然美 
（必要な準備） 前回の復習 

第４回 「美しい風景」を求める旅 
（内   容） 名所図会にみる名所、名勝 
（必要な準備） 前回の復習 

第５回 絵画にみる京の四季 
（内   容） 名所図会や洛中洛外図にみる京都の四季 
（必要な準備） 前回の復習 

第６回 境界と人々 
（内   容） 行政的境界の立地、画定、自然国境 
（必要な準備） 前回の復習 

第７回 境界と神仏 
（内   容） 境界にまつわる神仏信仰 
（必要な準備） 前回の復習 

第８回 森林と人々 
（内   容） 里山、竹林、美山杉など 
（必要な準備） 前回の復習 

第９回 植生の変化 
（内   容） 植生の変遷と林野利用 
（必要な準備） 前回の復習 

第 10 回 京都における水害 
（内   容） 水害とその対策 
（必要な準備） 前回の復習 

第 11 回 京都における地震 
（内   容） 断層と地震、防災対策 
（必要な準備） 前回の復習 

第 12 回 水と人々の生活 
（内   容） 京都の地下水脈とそれを用いた伝統的産業 
（必要な準備） 前回の復習 

第 13 回 地下水と茶道文化 
（内   容） 市内を巡検 
（必要な準備） 前回の復習 

第 14 回 小京都にみる「京都」（１）小京都とは？ 

（内   容） 小京都とは何か？ 京都との相違点（自然、

文化など） 
（必要な準備） 前回の復習 

第 15 回 小京都にみる「京都」（2）京都と小京都との関係 
（内   容） 京都が地方都市に与える社会的・文化的影響 
（必要な準備） 前回の復習 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 
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授業名 生涯学習概論 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Introduction to Lifelong Learning 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 渡邊 雄一 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

人は生まれたときから死ぬまで自ら学ぶ存在である。学びが多ければ多いほど人は自らをより高めることがで

き、豊かな人生を送ることができる。講義形式の授業によって生涯学習の理念やその歴史的展開を学ぶことを通

して、生涯学び続ける女性を目指すとともに、学びを支える側の立場や考え方も知り、生涯学習の意義と重要性

をまなび、自らの生活に生かしていける視点を与えることを目的とする。 

学習成果 

到達目標 

１）生涯学習の理念、現状と課題、推進方策について理解している。 
２）だれもが・いつでも・どこでも学習できる「学習社会」の在り方を提示することができる。 
３）教育を学校教育に限定するのではなく、成人や高齢者を対象とするインフォーマルな学習なども含めた全て

の教育活動を支援・推進する方策を提示することができる。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業中に指示する。 

参考書 授業中に指示する。 

留意事項 授業中に出された課題については主体的に取り組むこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 本講義の目標を理解し、学習計画を立てる。 
（必要な準備） 

第２回 生涯学習とは何か 

（内   容） 生涯学習の理念について概説する。 
（必要な準備） 身近なところから生涯学習に関わることがな

いかどうかを調べておくこと。 

第３回 人間形成と生涯学習 
（内   容） 人間形成と学ぶことの意味について考察する。  
（必要な準備） 学習することの意味について考えておくこと。 

第４回 生涯発達と発達課題 

（内   容） 人間の生涯にわたる発達段階とそれぞれの発

達課題の内容について考察する。 
（必要な準備） 人間の発達について調べておくこと。 

第５回 生涯学習論の発端と経緯について 
（内   容） 生涯学習論の発生の背景とその後の経緯について解説する。  
（必要な準備） 前回までの復習をしておくこと。 

第６回 ラングランの生涯教育論 
（内   容） ラングランの提唱した生涯教育の理念について解説する。  
（必要な準備） ラングランに関する配付プリントを読んでおくこと。  

第７回 ハッチンスの学習社会論 
（内   容） ハッチンスの学習社会論について解説する。 
（必要な準備） 学習社会論に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第８回 フォール報告にみる学習観 
（内   容） フォール報告にみる学習観、人間観について解説する。  
（必要な準備） フォール報告に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第９回 OECD のリカレント教育 
（内   容） OECD のリカレント教育について解説する。 
（必要な準備） リカレント教育論に関する配付プリントをよく読んでおくこと。  

第 10 回 我が国における生涯教育論の展開 

（内   容） 学習社会論や生涯教育論から生涯学習論への

展開について概説する。 
（必要な準備） 配付プリントをよく読んでおくこと。 

第 11 回 
我が国における生涯学習の必要性と各種審議 

会答申について 

（内   容） 社会教育審議会、中央教育審議会等にみられ

る生涯教育の理念と具体案について整理する。 
（必要な準備） 配付プリントをよく読んでおくこと。 

第 12 回 生涯学習社会における家庭教育について 
（内   容） 生涯学習社会における家庭教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 家庭教育の具体的内容について考えておくこと。  

第 13 回 生涯学習社会における学校教育について 
（内   容） 生涯学習社会における学校教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 学校教育と生涯学習の関わりについて調べておくこと。  

第 14 回 生涯学習社会における社会教育について 
（内   容） 生涯学習の中核を担う社会教育の役割について考察する。  
（必要な準備） 社会教育の具体的内容について調べておくこと。  

第 15 回 生涯学習の事例発表 
（内   容） 各地域の生涯学習の取り組みについて調査し、その内容を発表する。  
（必要な準備）発表用資料を準備する。 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く。）オフィスアワーを設けます。 

 

 

授業名 風土と文化 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Climate and Culture 開講時期 春学期 必修・選択 必修 

担当者 喜多 祐子 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

人は自然と共生し、人々との関わりのなかで文化を築きあげてきた。本講義では、自然に馳せる人々の想い、自

然の恵みを利用・活用したり、あるいは自然の脅威に対処しながら、土地に根差した人々の生活、自然と人々と

の交流や歴史のなかで育まれてきた文化についてみていきたい。 
学習成果 

到達目標 

１）自然と人間との関わりについて理解を深める。 
２）様々な事例を通して、自分の意見を述べることができる。 
３）今後の生活や社会のなかで活かせるような知識を習得する。 

評価方法 
定期試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト なし 

参考書 講義内で随時紹介 

留意事項 
ノートをとる習慣をつけること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 風土とは？ 
（内   容）「風土」に関する概説 
（必要な準備）「風土」という言葉を辞書で調べてくること 

第２回 地域差とは？ 
（内   容） 地域の特徴、グローバリゼーション 
（必要な準備） 前回の復習 

第３回 自然をめでる文化 
（内   容） 人々が思い描く「美しい風景」、自然美 
（必要な準備） 前回の復習 

第４回 「美しい風景」を求める旅 
（内   容） 名所図会にみる名所、名勝 
（必要な準備） 前回の復習 

第５回 絵画にみる京の四季 
（内   容） 名所図会や洛中洛外図にみる京都の四季 
（必要な準備） 前回の復習 

第６回 境界と人々 
（内   容） 行政的境界の立地、画定、自然国境 
（必要な準備） 前回の復習 

第７回 境界と神仏 
（内   容） 境界にまつわる神仏信仰 
（必要な準備） 前回の復習 

第８回 森林と人々 
（内   容） 里山、竹林、美山杉など 
（必要な準備） 前回の復習 

第９回 植生の変化 
（内   容） 植生の変遷と林野利用 
（必要な準備） 前回の復習 

第 10 回 京都における水害 
（内   容） 水害とその対策 
（必要な準備） 前回の復習 

第 11 回 京都における地震 
（内   容） 断層と地震、防災対策 
（必要な準備） 前回の復習 

第 12 回 水と人々の生活 
（内   容） 京都の地下水脈とそれを用いた伝統的産業 
（必要な準備） 前回の復習 

第 13 回 地下水と茶道文化 
（内   容） 市内を巡検 
（必要な準備） 前回の復習 

第 14 回 小京都にみる「京都」（１）小京都とは？ 

（内   容） 小京都とは何か？ 京都との相違点（自然、

文化など） 
（必要な準備） 前回の復習 

第 15 回 小京都にみる「京都」（2）京都と小京都との関係 
（内   容） 京都が地方都市に与える社会的・文化的影響 
（必要な準備） 前回の復習 

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する。 
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授 業 名 日本仏教の歴史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名 History of Buddhism in Japan 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担 当 者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

 
日本仏教の流れと、京都との関わり。 

学 習 成 果 

到 達 目 標 

１）日本仏教の歴史についての理解を深める。 
２）京都の寺院を通じて仏教がもたらした文化・思想について学ぶ。 
３）京都検定 2 級程度の知識を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

試 験 方 法 定期試験時の筆記試験 

テ キ ス ト 京都商工会議所編『京都・観光文化検定試験 公式テキストブック』（2010 淡交社） 

参 考 書  

留 意 事 項 
12 月 11 日（日）実施予定の京都検定受検を前提とした授業を行います。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 ガイダンス 
(内   容) 寺院神社に関する京都検定過去問小テスト 
(必要な準備)  

第 2 回 仏教伝来 飛鳥時代・奈良時代の仏教・ 
(内   容) 仏教伝来について。 
(必要な準備) 釈尊について理解する。 

第 3 回 平安時代の仏教 
(内   容) 平安時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 奈良時代の歴史背景について予習すること。 

第 4 回 鎌倉時代・室町時代の仏教 
(内   容) 鎌倉・室町時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 上記時代の歴史背景について予習すること。 

第 5 回 戦国時代・江戸時代の仏教 
(内   容) 戦国・江戸時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 上記時代の歴史背景について予習すること。 

第 6 回 北区の寺社 
(内   容) 北区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 7 回 上京区の寺社 
(内   容) 上京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 8 回 中京区の寺社 
(内   容) 中京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 9 回 下京区の寺社 
(内   容) 下京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 10 回 西京区の寺社 
(内   容) 西京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 11 回 左京区の寺社 
(内   容) 左京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 12 回 山科区・伏見区の寺社 
(内   容) 山科区・伏見区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 13 回 東山区の寺社 
(内   容) 東山区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおく。 

第 14 回 南区・右京区の寺社 
(内   容) 南区・右京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおく。 

第 15 回 まとめ 
(内   容) 講義のまとめ。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

授業名 史跡調査探訪Ⅰ 開講学年 １・２回生 単位数 １単位 

英文名 Research Visits to Historical SitesⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生、歴史２回生 

授業の 

概 要 

夏季休暇中に実施する学科研修旅行の行程、行先、見学地、宿泊先などを企画することが目的である。そのため

実行可能な企画を作成し、検討することが必要となる。この講義では、様々な予備調査、検討、討論を通じて企

画を完成させたい。 
学習成果 

到達目標 

１）計画力、企画力を身につけること。 
２）フィールドワーク先、学科研修旅行先の歴史・文化を身に付ける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト  

参考書  

留意事項 
学科研修旅行に参加する学生は必ず受講すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス  
（内   容） 授業の進め方と使用するテキストの説明 

（必要な準備） 特になし 

第２回 フィールドワークの予備調査 1 
（内   容） 行先の検討 

（必要な準備） 希望行先地 

第３回 フィールドワークの予備調査 2 
（内   容） 予備調査の発表 

（必要な準備） 予備調査の企画書 

第４回 フィールドワーク 
（内   容） 現地調査 

（必要な準備） ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第５回 事後学習 
（内   容） 調査内容を発表 

（必要な準備） 調査内容、反省点をまとめておく 

第６回 学科研修旅行の企画 1 
（内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第７回 
学科研修旅行の企画 2 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第８回 学科研修旅行の企画 3 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第９回 
学科研修旅行の企画 4 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第 10 回 
学科研修旅行の企画 5 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第 11 回 学科研修旅行の企画 6 
（内   容） 企画書の発表・選定 

（必要な準備） 企画書の作成 

第 12 回 フィールドワークの予備調査 
（内   容） 予備調査の発表。 

（必要な準備） 予備調査の企画書 

第 13 回 フィールドワーク 
（内   容） 現地調査 

（必要な準備） ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 14 回 事後学習 
（内   容） 調査内容を発表 

（必要な準備） 調査内容、反省点をまとめておく 

第 15 回 春学期のまとめ 
（内   容） 

（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授 業 名 日本仏教の歴史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英 文 名 History of Buddhism in Japan 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担 当 者 伊藤 真昭 対象学生 歴史１回生 

授業の概要 

 
日本仏教の流れと、京都との関わり。 

学 習 成 果 

到 達 目 標 

１）日本仏教の歴史についての理解を深める。 
２）京都の寺院を通じて仏教がもたらした文化・思想について学ぶ。 
３）京都検定 2 級程度の知識を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  □課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

試 験 方 法 定期試験時の筆記試験 

テ キ ス ト 京都商工会議所編『京都・観光文化検定試験 公式テキストブック』（2010 淡交社） 

参 考 書  

留 意 事 項 
12 月 11 日（日）実施予定の京都検定受検を前提とした授業を行います。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第 1 回 ガイダンス 
(内   容) 寺院神社に関する京都検定過去問小テスト 
(必要な準備)  

第 2 回 仏教伝来 飛鳥時代・奈良時代の仏教・ 
(内   容) 仏教伝来について。 
(必要な準備) 釈尊について理解する。 

第 3 回 平安時代の仏教 
(内   容) 平安時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 奈良時代の歴史背景について予習すること。 

第 4 回 鎌倉時代・室町時代の仏教 
(内   容) 鎌倉・室町時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 上記時代の歴史背景について予習すること。 

第 5 回 戦国時代・江戸時代の仏教 
(内   容) 戦国・江戸時代の仏教について理解する。 
(必要な準備) 上記時代の歴史背景について予習すること。 

第 6 回 北区の寺社 
(内   容) 北区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 7 回 上京区の寺社 
(内   容) 上京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 8 回 中京区の寺社 
(内   容) 中京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 9 回 下京区の寺社 
(内   容) 下京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 10 回 西京区の寺社 
(内   容) 西京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 11 回 左京区の寺社 
(内   容) 左京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 12 回 山科区・伏見区の寺社 
(内   容) 山科区・伏見区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおくこと。 

第 13 回 東山区の寺社 
(内   容) 東山区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおく。 

第 14 回 南区・右京区の寺社 
(内   容) 南区・右京区に所在する寺社について学ぶ。 
(必要な準備) テキストの該当部分を読んでおく。 

第 15 回 まとめ 
(内   容) 講義のまとめ。 
(必要な準備)  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する。 

 

授業名 史跡調査探訪Ⅰ 開講学年 １・２回生 単位数 １単位 

英文名 Research Visits to Historical SitesⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史１回生、歴史２回生 

授業の 

概 要 

夏季休暇中に実施する学科研修旅行の行程、行先、見学地、宿泊先などを企画することが目的である。そのため

実行可能な企画を作成し、検討することが必要となる。この講義では、様々な予備調査、検討、討論を通じて企

画を完成させたい。 
学習成果 

到達目標 

１）計画力、企画力を身につけること。 
２）フィールドワーク先、学科研修旅行先の歴史・文化を身に付ける。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト  

参考書  

留意事項 
学科研修旅行に参加する学生は必ず受講すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス  
（内   容） 授業の進め方と使用するテキストの説明 

（必要な準備） 特になし 

第２回 フィールドワークの予備調査 1 
（内   容） 行先の検討 

（必要な準備） 希望行先地 

第３回 フィールドワークの予備調査 2 
（内   容） 予備調査の発表 

（必要な準備） 予備調査の企画書 

第４回 フィールドワーク 
（内   容） 現地調査 

（必要な準備） ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第５回 事後学習 
（内   容） 調査内容を発表 

（必要な準備） 調査内容、反省点をまとめておく 

第６回 学科研修旅行の企画 1 
（内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第７回 
学科研修旅行の企画 2 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第８回 学科研修旅行の企画 3 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第９回 
学科研修旅行の企画 4 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第 10 回 
学科研修旅行の企画 5 （内   容） 行先の選定 

（必要な準備） 行程、行先、見学地、宿泊先の企画 

第 11 回 学科研修旅行の企画 6 
（内   容） 企画書の発表・選定 

（必要な準備） 企画書の作成 

第 12 回 フィールドワークの予備調査 
（内   容） 予備調査の発表。 

（必要な準備） 予備調査の企画書 

第 13 回 フィールドワーク 
（内   容） 現地調査 

（必要な準備） ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 14 回 事後学習 
（内   容） 調査内容を発表 

（必要な準備） 調査内容、反省点をまとめておく 

第 15 回 春学期のまとめ 
（内   容） 

（必要な準備）  

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 
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授業名 史跡調査探訪Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Research Visits to Historical SitesⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

まずは、本学周辺の史跡を探訪し、京都市内を実地調査する。それらの史跡を歴史的、宗教的、観光的、文化的価値をな

どから、現代社会の中で顕彰していきたい。そのためには予備調査として探訪先の史跡に関する予備知識を各自が調べ

発表し、次いで実地調査を行う。結果、予備知識と実地調査の差異はどうであったのかを確認し、新たに発見したこと

などを発表報告する。 
学習成果 

到達目標 

１）実地調査を通じて、京都を深く考える。 
２）京都という日本での位置づけを考える。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
フィールドワークを行うが、何の為にそこへ行くのかという問題意識をもつこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 調査を進めるにあたって 
（内   容）グループに分かれて、担当地域を確定 
（必要な準備）行きたいところを各自選定 

第３回 予備調査 1 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第４回 フィールドワーク１ 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第５回 事後報告 1 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第６回 予備調査 2 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第７回 フィールドワーク 2 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第８回 事後報告 2 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第９回 予備調査 3 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 フィールドワーク 3 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 11 回 事後報告 3 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第 12 回 予備調査 4 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ。 

第 13 回 フィールドワーク 4 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 14 回 事後報告 4 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 アジア史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Asian History 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 榎本 正明 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

日本は地勢的には極東アジアの孤立した島国ではあるが、古くから近隣のアジア諸国との交流は盛んである。近

接する中国大陸の諸王朝やその文化、仏教を中心としたインドの文化からは、長年にわたって多大な影響を受け

ている。更には、シルクロードの終着点として、西アジアの文化の影響も受けている。そこで、改めてアジア諸

地域で展開した歴史と文化を概観することにより、国際的知識としてのアジア史を考察したい。 
学習成果 

到達目標 

１）われわれが住むこのアジアについて歴史と文化を知り、交流の跡を探り、正しい知識を持つ。 
２）特に日本と交流の深い文化圏との関連性を正しく知る。 
３）アジアの主要な文化が世界に与えた影響を知る。 

評価方法 
定期試験

（  70 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 適宜プリント配布 

参考書  

留意事項 
講述を中心とし、定期的に小レポートを作成し、内容を発表してもらう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 アジア史とは何か 
（内   容） 歴史を知ることの意義とアジア史の諸問題。 
（必要な準備） 

第２回 古代文明の起源 
（内   容） アジア（エジプト含む）の古代文明について。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第３回 古代ペルシャの歴史とその思想 
（内   容） 西南アジアの古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第４回 古代インドの歴史とその思想 
（内   容） インドの古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第５回 古代中国の歴史とその思想 
（内   容） 中国の古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第６回 諸子百家について 
（内   容） 中国春秋・戦国時代の諸子百家について。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第７回 アジア中世史（中国①） 
（内   容） 中国の中世史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第８回 アジア中世史（中国①） 
（内   容） 中国の文化史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第９回 アジア中世史（東北・東南・北・南アジア） 
（内   容） 東北・東南・北・南アジアの歴史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 10 回 アジア中世史（イスラム帝国①） 
（内   容） イスラム世界の成立について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 11 回 アジア中世史（イスラム帝国②） 
（内   容） イスラム世界の発展について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 12 回 モンゴル帝国の歴史的意義 
（内   容） 史上最大の帝国のアジアの諸地域への影響。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第 13 回 アジア近世・近代史① 
（内   容） ヨーロッパ勢力の到来について 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 14 回 アジア近世・近代史 
（内   容） ヨーロッパ勢力のアジア植民地化について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 15 回 現代のアジア 
（内   容） これまでの総括と現代のアジアを考える。 
（必要な準備） レポート課題を絞りこんでおく。 

オフィス 

アワー 
後日研究室前に掲示します。 
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授業名 史跡調査探訪Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Research Visits to Historical SitesⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

まずは、本学周辺の史跡を探訪し、京都市内を実地調査する。それらの史跡を歴史的、宗教的、観光的、文化的価値をな

どから、現代社会の中で顕彰していきたい。そのためには予備調査として探訪先の史跡に関する予備知識を各自が調べ

発表し、次いで実地調査を行う。結果、予備知識と実地調査の差異はどうであったのかを確認し、新たに発見したこと

などを発表報告する。 
学習成果 

到達目標 

１）実地調査を通じて、京都を深く考える。 
２）京都という日本での位置づけを考える。 

評価方法 
定期試験

（  50  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50  ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

□知識・理解  ☑コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
フィールドワークを行うが、何の為にそこへ行くのかという問題意識をもつこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 調査を進めるにあたって 
（内   容）グループに分かれて、担当地域を確定 
（必要な準備）行きたいところを各自選定 

第３回 予備調査 1 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第４回 フィールドワーク１ 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第５回 事後報告 1 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第６回 予備調査 2 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第７回 フィールドワーク 2 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第８回 事後報告 2 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第９回 予備調査 3 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ 

第 10 回 フィールドワーク 3 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 11 回 事後報告 3 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第 12 回 予備調査 4 
（内   容）選定地の事前報告 
（必要な準備）レジュメ。 

第 13 回 フィールドワーク 4 
（内   容）現地調査 

（必要な準備）ガイドの作成、地図で経路を確認する 

第 14 回 事後報告 4 
（内   容）調査内容を発表 

（必要な準備）調査内容、反省点をまとめておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）全体の講評 
（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 アジア史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Asian History 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 榎本 正明 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

日本は地勢的には極東アジアの孤立した島国ではあるが、古くから近隣のアジア諸国との交流は盛んである。近

接する中国大陸の諸王朝やその文化、仏教を中心としたインドの文化からは、長年にわたって多大な影響を受け

ている。更には、シルクロードの終着点として、西アジアの文化の影響も受けている。そこで、改めてアジア諸

地域で展開した歴史と文化を概観することにより、国際的知識としてのアジア史を考察したい。 
学習成果 

到達目標 

１）われわれが住むこのアジアについて歴史と文化を知り、交流の跡を探り、正しい知識を持つ。 
２）特に日本と交流の深い文化圏との関連性を正しく知る。 
３）アジアの主要な文化が世界に与えた影響を知る。 

評価方法 
定期試験

（  70 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  30 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 適宜プリント配布 

参考書  

留意事項 
講述を中心とし、定期的に小レポートを作成し、内容を発表してもらう。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 アジア史とは何か 
（内   容） 歴史を知ることの意義とアジア史の諸問題。 
（必要な準備） 

第２回 古代文明の起源 
（内   容） アジア（エジプト含む）の古代文明について。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第３回 古代ペルシャの歴史とその思想 
（内   容） 西南アジアの古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第４回 古代インドの歴史とその思想 
（内   容） インドの古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第５回 古代中国の歴史とその思想 
（内   容） 中国の古代史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第６回 諸子百家について 
（内   容） 中国春秋・戦国時代の諸子百家について。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第７回 アジア中世史（中国①） 
（内   容） 中国の中世史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第８回 アジア中世史（中国①） 
（内   容） 中国の文化史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第９回 アジア中世史（東北・東南・北・南アジア） 
（内   容） 東北・東南・北・南アジアの歴史について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 10 回 アジア中世史（イスラム帝国①） 
（内   容） イスラム世界の成立について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 11 回 アジア中世史（イスラム帝国②） 
（内   容） イスラム世界の発展について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 12 回 モンゴル帝国の歴史的意義 
（内   容） 史上最大の帝国のアジアの諸地域への影響。 
（必要な準備） 小レポート作成。 

第 13 回 アジア近世・近代史① 
（内   容） ヨーロッパ勢力の到来について 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 14 回 アジア近世・近代史 
（内   容） ヨーロッパ勢力のアジア植民地化について。 
（必要な準備） 前回内容の復習。 

第 15 回 現代のアジア 
（内   容） これまでの総括と現代のアジアを考える。 
（必要な準備） レポート課題を絞りこんでおく。 

オフィス 

アワー 
後日研究室前に掲示します。 
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授業名 西洋史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Western History 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 坂井 聰 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

ヨーロッパの歴史を、現生人類がヨーロッパに登場した時代から、近代世界の開始時期である大航海時代まで概

観する。主として、人類の発展の節目となった時期を明らかにしつつ講義を行う。さらに先端科学が解き明かし

た最新の過去の姿も紹介していく。DVD などビジュアル性のある教材を積極的に使用する。 
学習成果 

到達目標 

１）ヨーロッパ史の歴史的な流れを把握出来る。 
２）先端科学が解き明かす最新の歴史像に対する興味を深める。 
３）考古学や科学技術の歴史など関連分野に関しての理解を深める。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(歴史的発展の節目をおさえつつ，歴史の流れを把握する能力) □(                  ) 

テキスト 特に指定しない。 

参考書 
授業のテーマ毎に授業時に指示する。授業内容に沿った便利な参考文献として『大学で学ぶ西洋史』南川高志他

編、ミネルヴァ書房を挙げておく。 

留意事項 
授業中に指定する参考書を読み，レポート作成に備えておこう。授業の要点をまとめたリアクションペーパーを

ほぼ毎回提出してもらいます。正当な理由なく５回以上欠席した場合は単位を認定いたしません。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 現生人類の起源を考える 
（内   容） 現在地球上に住むすべての人類の先祖の出現について学ぶ。  
（必要な準備） 参考文献を読んで学習を深める。 

第２回 中近東における農耕の成立 
（内   容） 中近東における農耕の成立について。 
（必要な準備） 参考文献を読んで学習を深める。 

第３回 オリエントにおける文明の成立－文字の発明 
（内   容） メソポタミアとエジプトにおける古代文明の成立を学ぶ。  
（必要な準備）文字成立とその意義についての学習を深める。 

第４回 ギリシア世界の発展とヘレニズム文明 

（内   容） ギリシアのポリスの社会と民主政治の関係，並びに

ヘレニズム文明の特徴について学んでいく。 
（必要な準備） 古代と現代の民主制について理解を深める。 

第５回 ローマ共和政の起源と元首政成立までの歴史 
（内   容） ローマによる地中海世界の征服と，共和政ローマの政治的特徴を学ぶ。  
（必要な準備） ローマの発展を把握するための復習。 

第６回 ローマ都市文明の社会基盤 
（内   容） ローマ都市文明をスライドを使い学習。 
（必要な準備） ローマ都市文明の様相を視覚的に把握する。 

第７回 ローマ帝国の衰退とキリスト教の発展 

（内   容） 古代都市の衰退の様相と，ローマ帝国へのキリスト

教の浸透を学び，時代の転換について考える。 
（必要な準備） 古代が変化していく時代を理解する。 

第８回 中世ヨーロッパの成立と農業技術の発展 

（内   容） ヨーロッパ中世史の起点を，時代背景から考える

とともに，農業技術上の革新を学ぶ。 
（必要な準備） この時代の農業技術に関する理解を深める。 

第９回 ヨーロッパ中世都市の発展 
（内   容） 西欧における都市の成立背景とその特徴について学ぶ。  
（必要な準備） ヨーロッパ文明の基礎としての中世都市をしっかりと把握する知識の準備。  

第 10 回 イスラーム文明とヨーロッパ 

（内   容） 十字軍遠征を通じてこの両文明の衝突を通じて，キ

リスト教とイスラーム教の歴史的関係について学ぶ。 
（必要な準備） イスラームの歴史と文化についての予習復習が必要。  

第 11 回 ロシアと東欧の歴史 
（内   容） ロシアの成立と発展を通じて東欧史を理解。 
（必要な準備） モンゴル帝国の発展を同時に学習する準備。 

第 12 回 黒死病とヨーロッパ中世史の転期 
（内   容） 黒死病の衝撃と中世世界の転換を学ぶ。 
（必要な準備） 病気と社会・歴史との関係についても理解を深める。  

第 13 回 フランスとイギリスにおける国家の発展 
（内   容） 近世以降西欧の中核となっていく英仏の中世史を学び，近代国家の起源を考える。 
（必要な準備） なぜこの２ヶ国が後に発展したのかを理解。 

第 14 回 イタリア・ルネサンスの社会と文化 
（内   容） 美術・建築史上重要なルネサンス文化を学ぶ。 
（必要な準備） 絵画・建築・文学の各分野に関しての学習。 

第 15 回 大航海時代と近代の成立 
（内   容） 新大陸・アジアへの西欧の進出とその背景。 
（必要な準備） 今日の時代につながる世界についての理解を深める。  

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 

 

 

授業名 比較文化論 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Comparative Culture 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 秋山 裕之 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

本講義では、文化現象は社会状況と密接であり、外部からの影響や内側からの気運によって変化するものである

ことを取り上げる。主要なトピックとして、明治期における西欧文化の受容と、現代日本文化の推移を取り上げ、

社会と文化の連動性を具体的に把握することを目指す。また、自文化の相対化から感得することのできる文化的

ステレオタイプへの批判的視点など、文化について包括的に考察するための材料を提示したい。 
学習成果 

到達目標 

１）文化概念を理解し、明治期と現代の日本文化について記述できるようになる。 
２）異文化を理解し自文化を相対化するための視点を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  80 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (    思考力                 ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 随時紹介する。 

留意事項 座席は指定する。（小プリント類返却のため） 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）講義スケジュール 
（必要な準備）シラバスを読んでくる 

第２回 文化とグローバリゼーション 
（内   容）文化の定義・文化概念 
（必要な準備）文化について考えてくる 

第３回 明治期の日本文化Ⅰ 江戸期からの変化 
（内   容）江戸と明治の連続性と分断 
（必要な準備）キーワード予習 

第４回 明治期の日本文化Ⅱ 欧米からの影響 
（内   容）芸術分野における西欧の影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第５回 明治期の日本文化Ⅲ 紹介された日本文化 
（内   容）日本から海外への影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第６回 植民地主義と文化侵略 
（内   容）アフリカにおける植民地主義の影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第７回 文化の画一化 
（内   容）アメリカニゼーション 
（必要な準備）キーワード予習 

第８回 現代日本文化Ⅰ 高度成長期以降 
（内   容）1980 年代前半までの現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第９回 現代日本文化Ⅱ バブル経済期以降 
（内   容）1990 年代までの現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 10 回 現代日本文化Ⅲ インターネット大衆化以降 
（内   容）1990 年代末期以降の現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 11 回 現代日本文化 通時的比較 
（内   容）社会状況と大衆文化の関係 
（必要な準備）キーワード予習 

第 12 回 文化交流・文化発信 
（内   容）日本の海外広報への取り組み 
（必要な準備）キーワード予習 

第 13 回 海外文化とステレオタイプ 
（内   容）文化的偏見 
（必要な準備）キーワード予習 

第 14 回 文化の相対化 自文化を客観的に見る 
（内   容）文化の客体化・相対化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 15 回 まとめ 
（内   容）総合レポート 
（必要な準備）総復習・資料とレポート用紙持参 

オフィス 

アワー 
週に１時間×２回設定。曜日・時間帯は３号館４階学生演習室にて掲示。 
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授業名 西洋史 開講学年 １回生 単位数 ２単位 

英文名 Western History 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 坂井 聰 対象学生 歴史１回生 

授業の 

概 要 

ヨーロッパの歴史を、現生人類がヨーロッパに登場した時代から、近代世界の開始時期である大航海時代まで概

観する。主として、人類の発展の節目となった時期を明らかにしつつ講義を行う。さらに先端科学が解き明かし

た最新の過去の姿も紹介していく。DVD などビジュアル性のある教材を積極的に使用する。 
学習成果 

到達目標 

１）ヨーロッパ史の歴史的な流れを把握出来る。 
２）先端科学が解き明かす最新の歴史像に対する興味を深める。 
３）考古学や科学技術の歴史など関連分野に関しての理解を深める。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑(歴史的発展の節目をおさえつつ，歴史の流れを把握する能力) □(                  ) 

テキスト 特に指定しない。 

参考書 
授業のテーマ毎に授業時に指示する。授業内容に沿った便利な参考文献として『大学で学ぶ西洋史』南川高志他

編、ミネルヴァ書房を挙げておく。 

留意事項 
授業中に指定する参考書を読み，レポート作成に備えておこう。授業の要点をまとめたリアクションペーパーを

ほぼ毎回提出してもらいます。正当な理由なく５回以上欠席した場合は単位を認定いたしません。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 現生人類の起源を考える 
（内   容） 現在地球上に住むすべての人類の先祖の出現について学ぶ。  
（必要な準備） 参考文献を読んで学習を深める。 

第２回 中近東における農耕の成立 
（内   容） 中近東における農耕の成立について。 
（必要な準備） 参考文献を読んで学習を深める。 

第３回 オリエントにおける文明の成立－文字の発明 
（内   容） メソポタミアとエジプトにおける古代文明の成立を学ぶ。  
（必要な準備）文字成立とその意義についての学習を深める。 

第４回 ギリシア世界の発展とヘレニズム文明 

（内   容） ギリシアのポリスの社会と民主政治の関係，並びに

ヘレニズム文明の特徴について学んでいく。 
（必要な準備） 古代と現代の民主制について理解を深める。 

第５回 ローマ共和政の起源と元首政成立までの歴史 
（内   容） ローマによる地中海世界の征服と，共和政ローマの政治的特徴を学ぶ。  
（必要な準備） ローマの発展を把握するための復習。 

第６回 ローマ都市文明の社会基盤 
（内   容） ローマ都市文明をスライドを使い学習。 
（必要な準備） ローマ都市文明の様相を視覚的に把握する。 

第７回 ローマ帝国の衰退とキリスト教の発展 

（内   容） 古代都市の衰退の様相と，ローマ帝国へのキリスト

教の浸透を学び，時代の転換について考える。 
（必要な準備） 古代が変化していく時代を理解する。 

第８回 中世ヨーロッパの成立と農業技術の発展 

（内   容） ヨーロッパ中世史の起点を，時代背景から考える

とともに，農業技術上の革新を学ぶ。 
（必要な準備） この時代の農業技術に関する理解を深める。 

第９回 ヨーロッパ中世都市の発展 
（内   容） 西欧における都市の成立背景とその特徴について学ぶ。  
（必要な準備） ヨーロッパ文明の基礎としての中世都市をしっかりと把握する知識の準備。  

第 10 回 イスラーム文明とヨーロッパ 

（内   容） 十字軍遠征を通じてこの両文明の衝突を通じて，キ

リスト教とイスラーム教の歴史的関係について学ぶ。 
（必要な準備） イスラームの歴史と文化についての予習復習が必要。  

第 11 回 ロシアと東欧の歴史 
（内   容） ロシアの成立と発展を通じて東欧史を理解。 
（必要な準備） モンゴル帝国の発展を同時に学習する準備。 

第 12 回 黒死病とヨーロッパ中世史の転期 
（内   容） 黒死病の衝撃と中世世界の転換を学ぶ。 
（必要な準備） 病気と社会・歴史との関係についても理解を深める。  

第 13 回 フランスとイギリスにおける国家の発展 
（内   容） 近世以降西欧の中核となっていく英仏の中世史を学び，近代国家の起源を考える。 
（必要な準備） なぜこの２ヶ国が後に発展したのかを理解。 

第 14 回 イタリア・ルネサンスの社会と文化 
（内   容） 美術・建築史上重要なルネサンス文化を学ぶ。 
（必要な準備） 絵画・建築・文学の各分野に関しての学習。 

第 15 回 大航海時代と近代の成立 
（内   容） 新大陸・アジアへの西欧の進出とその背景。 
（必要な準備） 今日の時代につながる世界についての理解を深める。  

オフィス 

アワー 
担当授業終了後に実施する 

 

 

授業名 比較文化論 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Theory of Comparative Culture 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 秋山 裕之 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

本講義では、文化現象は社会状況と密接であり、外部からの影響や内側からの気運によって変化するものである

ことを取り上げる。主要なトピックとして、明治期における西欧文化の受容と、現代日本文化の推移を取り上げ、

社会と文化の連動性を具体的に把握することを目指す。また、自文化の相対化から感得することのできる文化的

ステレオタイプへの批判的視点など、文化について包括的に考察するための材料を提示したい。 
学習成果 

到達目標 

１）文化概念を理解し、明治期と現代の日本文化について記述できるようになる。 
２）異文化を理解し自文化を相対化するための視点を身につける。 

評価方法 
定期試験

（  20 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  80 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑ (    思考力                 ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 随時紹介する。 

留意事項 座席は指定する。（小プリント類返却のため） 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 オリエンテーション 
（内   容）講義スケジュール 
（必要な準備）シラバスを読んでくる 

第２回 文化とグローバリゼーション 
（内   容）文化の定義・文化概念 
（必要な準備）文化について考えてくる 

第３回 明治期の日本文化Ⅰ 江戸期からの変化 
（内   容）江戸と明治の連続性と分断 
（必要な準備）キーワード予習 

第４回 明治期の日本文化Ⅱ 欧米からの影響 
（内   容）芸術分野における西欧の影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第５回 明治期の日本文化Ⅲ 紹介された日本文化 
（内   容）日本から海外への影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第６回 植民地主義と文化侵略 
（内   容）アフリカにおける植民地主義の影響 
（必要な準備）キーワード予習 

第７回 文化の画一化 
（内   容）アメリカニゼーション 
（必要な準備）キーワード予習 

第８回 現代日本文化Ⅰ 高度成長期以降 
（内   容）1980 年代前半までの現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第９回 現代日本文化Ⅱ バブル経済期以降 
（内   容）1990 年代までの現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 10 回 現代日本文化Ⅲ インターネット大衆化以降 
（内   容）1990 年代末期以降の現代日本文化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 11 回 現代日本文化 通時的比較 
（内   容）社会状況と大衆文化の関係 
（必要な準備）キーワード予習 

第 12 回 文化交流・文化発信 
（内   容）日本の海外広報への取り組み 
（必要な準備）キーワード予習 

第 13 回 海外文化とステレオタイプ 
（内   容）文化的偏見 
（必要な準備）キーワード予習 

第 14 回 文化の相対化 自文化を客観的に見る 
（内   容）文化の客体化・相対化 
（必要な準備）キーワード予習 

第 15 回 まとめ 
（内   容）総合レポート 
（必要な準備）総復習・資料とレポート用紙持参 

オフィス 

アワー 
週に１時間×２回設定。曜日・時間帯は３号館４階学生演習室にて掲示。 
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授業名 古典研究 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Classic Research 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

  昔の人の教養として不可欠とされた八代集の和歌の中から、人口に膾炙したものを取り上げて教材とし、語

義と文法を厳密に抑え、昔の人のものの考え方や常識、宗教観、生活等々の表現の背景となっている事柄を正

確に理解した上で、厳密に読んでいき、古典研究の基本たる解釈の在り方を理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）古典研究の基本たる解釈の在り方を理解する。 
２）著名な和歌を、その和歌にまつわる昔の人の常識等を理解して、 諳んじる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業時に配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 担当箇所以外もよく予習すること。 
多くの和歌を暗記する努力を怠らないこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 講義予定と勅撰集の構造について説明。 
（必要な準備） 

第２回 春の和歌・上 古今 （内   容） 春の和歌の熟読と勅撰集の約束事の説明。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第３回 春の和歌・中 後撰～後拾遺 （内   容） 春の和歌の熟読と基本文献の説明。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第４回 春の和歌・下 金葉～新古今 （内   容） 春の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第５回 夏の和歌 （内   容） 夏の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第６回 秋の和歌・上 古今・後撰 （内   容） 秋の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第７回 秋の和歌・下 拾遺～新古今 （内   容） 秋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第８回 冬の和歌 （内   容） 冬の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第９回 恋の和歌・上 古今 （内   容） 恋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 10 回 恋の和歌・中 後撰～後拾遺 （内   容） 恋の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 11 回 恋の和歌・下 金葉～新古今 （内   容） 恋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 12 回 雑の和歌・上 古今・後撰 （内   容） 雑の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 13 回 雑の和歌・下 拾遺～新古今 （内   容） 雑の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 14 回 その他の和歌 （内   容） その他の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 15 回 まとめと質疑応答 （内   容） 講義内容の総括と課題に関する質疑応答。 
（必要な準備） 下調べに基づく質問事項の用意 

オフィス 

アワー 
木曜日午後 12 時から午後 15 時まで 

 

 

授業名 地域文化特論（１） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Local Culture 1 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の工芸品について講義する。近代以降京都の工芸品がどのように評価され、どのように位置づけられてきた

のかを考察する。さらに、興味をもった工芸品について調べ、技法や文様について理解を深める。 

学習成果 

到達目標 

１）京都の工芸品に関する知見を深める。 
２）興味をもった工芸品ついて調べることにより、深く理解する。 
 

評価方法 
定期試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 随時指示する 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 近代①近代化と工芸 
（内   容） 近代化とは 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 近代②明治政府の美術工芸政策 
（内   容） 明治政府の美術工芸政策について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第４回 近代③博覧会と工芸品 
（内   容） 博覧会と日本の工芸品について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第５回 近代④工芸品の評価 
（内   容） 博覧会での工芸品の評価について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第６回 近代⑤染織文様の近代化 
（内   容） 染織文様の近代化について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第７回 現代①文化財保護法と工芸 
（内   容） 文化財保護法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 現代②伝産法 
（内   容） 伝産法について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第９回 現代③現代の西陣 
（内   容） 西陣の現状について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第 10 回 京都の工芸品 
（内   容） 京都の工芸品を概観する 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第 11 回 京都の工芸品の歴史について調べる 
（内   容） 京都の工芸品について調べる 
（必要な準備） 必要な文献を読む 

第 12 回 工芸品の技法について調べる 
（内   容） 京都の工芸品について調べる 
（必要な準備） 必要な文献を読む 

第 13 回 発表① 
（内   容） 調べたことを発表する 
（必要な準備） 発表のための資料を作成する 

第 14 回 発表② 
（内   容） 調べたことを発表する 
（必要な準備） 発表のための資料を作成する 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 総括 
（必要な準備） これまでの講義内を整理する 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 
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授業名 古典研究 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Classic Research 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 土井 哲治 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

  昔の人の教養として不可欠とされた八代集の和歌の中から、人口に膾炙したものを取り上げて教材とし、語

義と文法を厳密に抑え、昔の人のものの考え方や常識、宗教観、生活等々の表現の背景となっている事柄を正

確に理解した上で、厳密に読んでいき、古典研究の基本たる解釈の在り方を理解する。 
学習成果 

到達目標 

１）古典研究の基本たる解釈の在り方を理解する。 
２）著名な和歌を、その和歌にまつわる昔の人の常識等を理解して、 諳んじる。 

評価方法 
定期試験

（  40  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  60  ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 授業時に配布する。 

参考書 使用しない。 

留意事項 担当箇所以外もよく予習すること。 
多くの和歌を暗記する努力を怠らないこと。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 導入 （内   容） 講義予定と勅撰集の構造について説明。 
（必要な準備） 

第２回 春の和歌・上 古今 （内   容） 春の和歌の熟読と勅撰集の約束事の説明。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第３回 春の和歌・中 後撰～後拾遺 （内   容） 春の和歌の熟読と基本文献の説明。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第４回 春の和歌・下 金葉～新古今 （内   容） 春の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第５回 夏の和歌 （内   容） 夏の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第６回 秋の和歌・上 古今・後撰 （内   容） 秋の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第７回 秋の和歌・下 拾遺～新古今 （内   容） 秋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第８回 冬の和歌 （内   容） 冬の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第９回 恋の和歌・上 古今 （内   容） 恋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 10 回 恋の和歌・中 後撰～後拾遺 （内   容） 恋の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 11 回 恋の和歌・下 金葉～新古今 （内   容） 恋の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 12 回 雑の和歌・上 古今・後撰 （内   容） 雑の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 13 回 雑の和歌・下 拾遺～新古今 （内   容） 雑の和歌の熟読と小レポート作成。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 14 回 その他の和歌 （内   容） その他の和歌の熟読。 
（必要な準備） 前回の講義内容の十分な理解と予習。 

第 15 回 まとめと質疑応答 （内   容） 講義内容の総括と課題に関する質疑応答。 
（必要な準備） 下調べに基づく質問事項の用意 

オフィス 

アワー 
木曜日午後 12 時から午後 15 時まで 

 

 

授業名 地域文化特論（１） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Local Culture 1 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 馬場 まみ 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

京都の工芸品について講義する。近代以降京都の工芸品がどのように評価され、どのように位置づけられてきた

のかを考察する。さらに、興味をもった工芸品について調べ、技法や文様について理解を深める。 

学習成果 

到達目標 

１）京都の工芸品に関する知見を深める。 
２）興味をもった工芸品ついて調べることにより、深く理解する。 
 

評価方法 
定期試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（  50 ％） 

□筆記試験 ☑レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  ☑プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 使用しない 

参考書 随時指示する 

留意事項 
 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容） 講義の進め方 
（必要な準備） 

第２回 近代①近代化と工芸 
（内   容） 近代化とは 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第３回 近代②明治政府の美術工芸政策 
（内   容） 明治政府の美術工芸政策について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第４回 近代③博覧会と工芸品 
（内   容） 博覧会と日本の工芸品について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第５回 近代④工芸品の評価 
（内   容） 博覧会での工芸品の評価について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第６回 近代⑤染織文様の近代化 
（内   容） 染織文様の近代化について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第７回 現代①文化財保護法と工芸 
（内   容） 文化財保護法について 
（必要な準備） 配付資料を読む 

第８回 現代②伝産法 
（内   容） 伝産法について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第９回 現代③現代の西陣 
（内   容） 西陣の現状について 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第 10 回 京都の工芸品 
（内   容） 京都の工芸品を概観する 
（必要な準備） 前回の講義内容を整理し把握する 

第 11 回 京都の工芸品の歴史について調べる 
（内   容） 京都の工芸品について調べる 
（必要な準備） 必要な文献を読む 

第 12 回 工芸品の技法について調べる 
（内   容） 京都の工芸品について調べる 
（必要な準備） 必要な文献を読む 

第 13 回 発表① 
（内   容） 調べたことを発表する 
（必要な準備） 発表のための資料を作成する 

第 14 回 発表② 
（内   容） 調べたことを発表する 
（必要な準備） 発表のための資料を作成する 

第 15 回 まとめ 
（内   容） 総括 
（必要な準備） これまでの講義内を整理する 

オフィス 

アワー 
毎週 1 回（休業期間中を除く）設定する。ただし、会議や出張などで在室できない場合がある。 
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授業名 地域文化特論（２） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Local Culture 2 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

サブテーマ 都としての京都 

授業の 

概 要 

「都」を基本として京都を学んでいく。都としての京都を学ぶことは、首都としてあった意義、すなわち政治、

文化の中心地であったことを念頭におく必要がある。こうした都としての京都を歴史的な変遷の中で考えたい。

さらには現代社会の中での京都の意義を考え、さらに未来の文化や京都を創造する力を身に付けたい。 
学習成果 

到達目標 

１）京都を時間的、空間的に把握する。 
２）京都の歴史的・文化的価値の理解を深める。 
３）現代の京都を歴史から考える。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑（歴史的汎用力              ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
京都を歩いている時に、京都を発見して欲しい。グループワークや史料輪読、フィールドワークを行う。わから

ない箇所は講義後に聞くこと。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 地域文化と京都 
（内   容）地域文化としての京都の考え方 

（必要な準備）京都のイメージ 

第３回 歴史都市京都の形成１ 
（内   容）どのように京都は成立したのか 

（必要な準備）平安時代の歴史認識 

第４回 歴史都市京都の形成２ 
（内   容）どのように京都は成立したのか 

（必要な準備）平安時代の歴史認識 

第５回 京都の百鬼夜行 1 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）百鬼夜行図からのイメージ 

第６回 京都の百鬼夜行 2 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）平安京の地図 

第７回 京都の百鬼夜行 3 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）百鬼夜行の出現箇所 

第８回 京都の百鬼夜行 4 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第９回 秀吉の大仏 1 
（内   容）秀吉の目的 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 10 回 フィールドワーク 秀吉の大仏 
（内   容）秀吉の大仏跡を考える 

（必要な準備）秀吉の大仏の知識 

第 11 回 秀吉の大仏 2 
（内   容）秀吉の大仏の行方 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 12 回 幕末の京都 1 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 13 回 幕末の京都 2 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 14 回 幕末の京都 3 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）秋学期のまとめ 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 観光英会話Ⅰ 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Travel EnglishⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 松尾 章子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

リスニングとスピーキング、観光や旅行の際に必要とされる初歩的な語彙や表現に重点をおいて学習する。ネイ

ティブの英語話者が普段使用している表現も学ぶ。旅行実務英語に関する英語については、希望者が多ければ授

業に取り入れる。 

学習成果 

到達目標 

１）海外旅行時に遭遇するシチュエーションで、最低限必要とされる事柄を英語で伝えることができる。 
２）ナチュラルスピードの英語に慣れ、各場面での必要語彙、リスニング、対話文、リーディングそしてテーマ

に沿った背景知識や助言等々の理解などの活動を通して、バランスよく英語を学習できる。 
３）旅行の出発から帰国までの様々な場面に沿って、英語での意思疎通をスムーズにするための英語の運用技術

（特に聞く、話す）を習得することができる。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『English for Tourism』観光英検センター著（三修社） 

参考書 『新・観光英検 3 級の過去問題』観光英検センター編（三修社） 

留意事項 
テキストの会話表現を授業外で何回も声に出して読み練習すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 Introduction 
（内   容）本授業の到達目標、進め方の説明 
（必要な準備）本授業のシラバスを読む 

第２回 
Unit 1 Travel (vocabulary, conversation, listening & 

role-play)  

（内   容）pp. 7-9, 13-14 
（必要な準備）p. 7 の問題 

第３回 
Unit 2 Jobs and People (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 15-17, 20-21 
（必要な準備）p. 15 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第４回 
Unit 3 Getting on the Plane (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 22-25, 27-28 
（必要な準備）p. 22 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第５回 

小テスト 1 & Unit 4 At the Immigration and 

Customs (vocabulary, conversation, listening & 

role-play) 

（内   容）pp. 29-32, 34-35、小テスト 1 
（必要な準備）p. 29 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第６回 
Unit 5 At the Airport (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 36-38, 40-41 
（必要な準備）p. 36 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第７回 
Additional Unit 1 Transportation from the Airport 

to the Hotel 

（内   容）p. 90 
（必要な準備）p. 90 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第８回 
Unit 6 Hotel (Accommodations) (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 42-47, 51 
（必要な準備）p. 42 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第９回 
Additional Unit 2 At a Hotel: Explaining a Key Card 

Additional Unit 3 At a Hotel: Departure by Taxi 

（内   容）pp. 91-92 
（必要な準備）pp. 91-92 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 10 回 
Additional Unit 4 Greeting a Guest at the Ryokan 

Additional Unit 5 How to use a Ryokan Bath 

（内   容）pp. 93-96 
（必要な準備）pp. 93-96 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 11 回 
Unit 7 Restaurant (Breakfast and Fast Food) 

(vocabulary, conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 52-55, 57-58 
（必要な準備）p. 52 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 12 回 
小 テ ス ト 2 & Unit 8 Sightseeing (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 59-63, 67-68、小テスト 2 
（必要な準備）p. 59 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 13 回 
Unit 9 Shopping (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 69-72, 74 
（必要な準備）p. 69 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 14 回 
Unit 10 Transportation (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 75-78, 80 
（必要な準備）p. 75 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 15 回 
Unit 11 Problems and Complains (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 81-84, 87 
（必要な準備）p. 81 の問題、前回学習箇所の表現練習 

オフィス 

アワー 
月曜日 午後 2 時半～4 時半（詳細については研究室に掲示している） 
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授業名 地域文化特論（２） 開講学年 ２回生 単位数 ２単位 

英文名 Local Culture 2 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 新矢 昌昭 対象学生 歴史２回生 

サブテーマ 都としての京都 

授業の 

概 要 

「都」を基本として京都を学んでいく。都としての京都を学ぶことは、首都としてあった意義、すなわち政治、

文化の中心地であったことを念頭におく必要がある。こうした都としての京都を歴史的な変遷の中で考えたい。

さらには現代社会の中での京都の意義を考え、さらに未来の文化や京都を創造する力を身に付けたい。 
学習成果 

到達目標 

１）京都を時間的、空間的に把握する。 
２）京都の歴史的・文化的価値の理解を深める。 
３）現代の京都を歴史から考える。 

評価方法 
定期試験

（  100  ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

平常試験

（     ％） 

□筆記試験 □レポート □制作物 

□口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  □コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

☑（歴史的汎用力              ) □(                              ) 

テキスト 使用しない。 

参考書 講義中に指摘。 

留意事項 
京都を歩いている時に、京都を発見して欲しい。グループワークや史料輪読、フィールドワークを行う。わから

ない箇所は講義後に聞くこと。 
授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 ガイダンス 
（内   容）この講義の進め方 

（必要な準備） 

第２回 地域文化と京都 
（内   容）地域文化としての京都の考え方 

（必要な準備）京都のイメージ 

第３回 歴史都市京都の形成１ 
（内   容）どのように京都は成立したのか 

（必要な準備）平安時代の歴史認識 

第４回 歴史都市京都の形成２ 
（内   容）どのように京都は成立したのか 

（必要な準備）平安時代の歴史認識 

第５回 京都の百鬼夜行 1 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）百鬼夜行図からのイメージ 

第６回 京都の百鬼夜行 2 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）平安京の地図 

第７回 京都の百鬼夜行 3 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）百鬼夜行の出現箇所 

第８回 京都の百鬼夜行 4 
（内   容）百鬼夜行の意味するもの 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第９回 秀吉の大仏 1 
（内   容）秀吉の目的 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 10 回 フィールドワーク 秀吉の大仏 
（内   容）秀吉の大仏跡を考える 

（必要な準備）秀吉の大仏の知識 

第 11 回 秀吉の大仏 2 
（内   容）秀吉の大仏の行方 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 12 回 幕末の京都 1 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 13 回 幕末の京都 2 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 14 回 幕末の京都 3 
（内   容）天誅について 

（必要な準備）配布史料を一読しておく 

第 15 回 まとめ 
（内   容）秋学期のまとめ 

（必要な準備） 

オフィス 

アワー 
研究室の扉に掲示する 

 

 

授業名 観光英会話Ⅰ 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Travel EnglishⅠ 開講時期 春学期 必修・選択 選択 

担当者 松尾 章子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

リスニングとスピーキング、観光や旅行の際に必要とされる初歩的な語彙や表現に重点をおいて学習する。ネイ

ティブの英語話者が普段使用している表現も学ぶ。旅行実務英語に関する英語については、希望者が多ければ授

業に取り入れる。 

学習成果 

到達目標 

１）海外旅行時に遭遇するシチュエーションで、最低限必要とされる事柄を英語で伝えることができる。 
２）ナチュラルスピードの英語に慣れ、各場面での必要語彙、リスニング、対話文、リーディングそしてテーマ

に沿った背景知識や助言等々の理解などの活動を通して、バランスよく英語を学習できる。 
３）旅行の出発から帰国までの様々な場面に沿って、英語での意思疎通をスムーズにするための英語の運用技術

（特に聞く、話す）を習得することができる。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『English for Tourism』観光英検センター著（三修社） 

参考書 『新・観光英検 3 級の過去問題』観光英検センター編（三修社） 

留意事項 
テキストの会話表現を授業外で何回も声に出して読み練習すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 Introduction 
（内   容）本授業の到達目標、進め方の説明 
（必要な準備）本授業のシラバスを読む 

第２回 
Unit 1 Travel (vocabulary, conversation, listening & 

role-play)  

（内   容）pp. 7-9, 13-14 
（必要な準備）p. 7 の問題 

第３回 
Unit 2 Jobs and People (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 15-17, 20-21 
（必要な準備）p. 15 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第４回 
Unit 3 Getting on the Plane (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 22-25, 27-28 
（必要な準備）p. 22 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第５回 

小テスト 1 & Unit 4 At the Immigration and 

Customs (vocabulary, conversation, listening & 

role-play) 

（内   容）pp. 29-32, 34-35、小テスト 1 
（必要な準備）p. 29 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第６回 
Unit 5 At the Airport (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 36-38, 40-41 
（必要な準備）p. 36 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第７回 
Additional Unit 1 Transportation from the Airport 

to the Hotel 

（内   容）p. 90 
（必要な準備）p. 90 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第８回 
Unit 6 Hotel (Accommodations) (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 42-47, 51 
（必要な準備）p. 42 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第９回 
Additional Unit 2 At a Hotel: Explaining a Key Card 

Additional Unit 3 At a Hotel: Departure by Taxi 

（内   容）pp. 91-92 
（必要な準備）pp. 91-92 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 10 回 
Additional Unit 4 Greeting a Guest at the Ryokan 

Additional Unit 5 How to use a Ryokan Bath 

（内   容）pp. 93-96 
（必要な準備）pp. 93-96 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 11 回 
Unit 7 Restaurant (Breakfast and Fast Food) 

(vocabulary, conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 52-55, 57-58 
（必要な準備）p. 52 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 12 回 
小 テ ス ト 2 & Unit 8 Sightseeing (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 59-63, 67-68、小テスト 2 
（必要な準備）p. 59 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 13 回 
Unit 9 Shopping (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 69-72, 74 
（必要な準備）p. 69 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 14 回 
Unit 10 Transportation (vocabulary, conversation, 

listening & role-play) 

（内   容）pp. 75-78, 80 
（必要な準備）p. 75 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 15 回 
Unit 11 Problems and Complains (vocabulary, 

conversation, listening & role-play) 

（内   容）pp. 81-84, 87 
（必要な準備）p. 81 の問題、前回学習箇所の表現練習 

オフィス 

アワー 
月曜日 午後 2 時半～4 時半（詳細については研究室に掲示している） 
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授業名 観光英会話Ⅱ 開講学年 ２回生 単位数 １単位 

英文名 Travel EnglishⅡ 開講時期 秋学期 必修・選択 選択 

担当者 松尾 章子 対象学生 歴史２回生 

授業の 

概 要 

リーディングとスピーキング、観光や旅行の際に必要とされる初歩的な語彙や表現に重点をおいて学習する。ネ

イティブの英語話者が普段使用している表現も学ぶ。旅行実務英語に関する英語については、希望者が多ければ

授業に取り入れる。 

学習成果 

到達目標 

１）海外旅行時に遭遇するシチュエーションで、最低限必要とされる事柄を英語で伝えることができる。 
２）ナチュラルスピードの英語に慣れ、各場面での必要語彙、リスニング、対話文、リーディングそしてテーマ

に沿った背景知識や助言等々の理解などの活動を通して、バランスよく英語を学習できる。 
３）旅行の出発から帰国までの様々な場面に沿って、英語での意思疎通をスムーズにするための英語の運用技術

（特に読む、話す）を習得することができる。 

評価方法 
定期試験

（  60 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

平常試験

（  40 ％） 

☑筆記試験 □レポート □制作物 

☑口述 □実習 □実技 

評価基準 
主たる評価の 

観点 

☑知識・理解  ☑コミュニケーション能力  □プレゼンテーション能力  ☑課題発見・解決能力 

□(                        ) □(                              ) 

テキスト 『English for Tourism』観光英検センター著（三修社） 

参考書 『新・観光英検 3 級の過去問題』観光英検センター編（三修社） 

留意事項 
テキストの会話表現を授業外で何回も声に出して読み練習すること。 

授業計画 学習項目 学習内容・課題 

第１回 
Introduction & Unit 1 Travel (reading, writing & 

role-play) 

（内   容）本授業の到達目標、進め方の説明、pp. 10-14 
（必要な準備）本授業のシラバスを読む、pp. 10-13 の問題 

第２回 
Unit 2 Jobs and People (reading, writing & 

role-play) 

（内   容）pp. 17-21 
（必要な準備）pp. 17-20 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第３回 
Unit 3 Getting on the Plane (reading, writing & 

role-play) 

（内   容）pp. 26-28 
（必要な準備）pp. 26-27 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第４回 
小テスト 1 & Unit 4 At the Immigration and 

Customs (reading, writing & role-play) 

（内   容）pp. 32-35、小テスト 1 
（必要な準備）pp. 32-34 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第５回 Unit 5 At the Airport (reading, writing & role-play) 
（内   容）pp. 39-41 
（必要な準備）pp. 39-40 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第６回 
Unit 6 Hotel (Accommodations) (reading, writing & 

role-play) 

（内   容）pp. 48-51 
（必要な準備）pp. 48-50 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第７回 
Unit 7 Restaurant (Breakfast and Fast Food) 

(reading, writing & role-play) 

（内   容）pp. 56-58 
（必要な準備）pp. 56-57 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第８回 

小テスト 2 &  

Additional Unit 6 Dinner Service at the Ryokan  

Additional Unit 7 Japanese Restaurant 

（内   容）pp. 97-99、小テスト 2 
（必要な準備）pp. 97-99 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第９回 Unit 8 Sightseeing (reading, writing & role-play) 
（内   容）pp. 64-68 
（必要な準備）pp. 64-67 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 10 回 
Additional Unit 11 Sightseeing 

Additional Unit 12 City Tours in Tokyo 

（内   容）pp. 104-107 
（必要な準備）pp. 104-107 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 11 回 Unit 9 Shopping (reading, writing & role-play) 
（内   容）pp. 72-74 
（必要な準備）pp. 72-73 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 12 回 Additional Unit 8 Gifts and Souvenirs 
（内   容）pp. 100-101 
（必要な準備）pp. 100-101 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 13 回 
Unit 10 Transportation (reading, writing & 

role-play) 

（内   容）pp. 78-80 
（必要な準備）pp. 78-80 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 14 回 
Additional Unit 9 Bullet Train Tickets 

Additional Unit 10 Taking a Taxi 

（内   容）pp. 102-103 
（必要な準備）pp. 102-103 の問題、前回学習箇所の表現練習 

第 15 回 
Unit 11 Problems and Complains  (reading, writing 

& role-play) 

（内   容）pp. 85-87 
（必要な準備）pp. 85-86 の問題、前回学習箇所の表現練習 

オフィス 

アワー 
月曜日 午後 2 時半～4 時半（詳細については研究室に掲示している） 
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