学部・学科等

講 義 テ ー マ・講 義 概 要・対 象 学 年 等
大阪の日本近現代文学

『君の名は。
』の大ヒットは、アニメーション監督・新海誠の名前

大阪という地域は、明治以降も経済の中心を担うだけでなく、与

を世界に広めました。新海監督のアニメーションは、そのストーリー

謝野晶子、織田作之助、田辺聖子、開高健、宮本輝など、多くの

だけでなく鮮烈な映像美、背景美術の美しさや光の使い方、音楽と

有名作家を輩出してきました。本講義では、大阪の日本近現代文学

映像の合わせ方の手法なども評価されています。新たな表現方法で

についてお話します。日本文学の魅力や楽しみを味わって欲しいと

新しい文学を完成させた作品の世界を説き明かします。

思います。

1300年前の恋歌を読んでみよう

古典文法から日本語の変化を考えよう

誰かを「好き」になることは、素晴らしいことです。でも、それ

多くの人が高校で平安時代を中心とした古典の文法を学んでいま

をことばに表現できるかと言われると、なかなか難しいですね。今

す。最初に触れたときは平安時代と現代のことばは、全く別のよう

も昔もそれは同じです。1300年前の恋歌と
「好き」
を共有しましょう。

に思えるかもしれません。しかし、
これらは確実につながっています。
本講義では、平安時代と現代のことばのつながりを考え、日本語の
変化について考えていきます。

文学部／総合人文学科／哲学倫理学専修

人間の尊厳
人間の尊厳ということばは、残念ながら日本にはまだ充分に根づ
いているとは言えません。自国の過去─ナチスによる強制人体実験、
障がい者の安楽死、ホロコースト─への反省から、移民を積極的に
受け入れる国となったドイツの話を学びながら、人間の尊厳という
考えが、どのような意味を持つか、これから日本のとりくむべき課
題をお話します。

古代ギリシアの人間観

脳死はひとの死か
「脳死はどのようにして起こるか」をわかりやすく説明したうえで、
脳死をひとの死とする意見と反対意見の、それぞれの根拠を説明し
ます。考える楽しさを高校生に味わってもらい、科学と倫理の違い、
生命や人間とは何かに思いをはせてもらえればと思います。

認知症患者との向き合い方

古典作品にはさまざまな人間理解が表現されており、現代の人間

超高齢社会がますます進行する中、認知症患者の割合もまた増

観を再考するための材料になります。本講義では、ソフォクレスの

加し続けています。現代を生きる私たちにとって、認知症になって

悲劇『オイディプス王』やプラトンの対話篇『饗宴』などの古代ギ

も生きやすい社会を作っていくことは重要な課題の一つでしょう。

リシアの古典作品を読み解きながら、そこに見られる興味深い人間

認知症患者に接するときの心のもちようについてお話します。

観について考えます。

文学部／総合人文学科／比較宗教学専修

スピリチュアリティと宗教
今日、日本人の多くが宗教に対して持つイメージはあまり良いも

日本の近代と宗教
日本の近代は、宗教に対してさまざまな形で抑圧的に働いてきま

のとは言えません。しかし、他方で、書店に行けば精神世界や霊性、

した。本講義では、福沢諭吉を取り上げて、日本近代の啓蒙的知識

ヒーリングやオカルトなどの書籍が山積みになっていますし、医療や

人の持つ宗教観がいかにして形成され、また一般化していったかを

看護、福祉や教育などの分野でもスピリチュアリティが注目されて

検証し、現代世界における宗教の意義について改めて考えます。

います。その背景について考察します。

日本人は「無宗教」か？

社会貢献する宗教

日本人の7割以上は、信仰している宗教がないと言われます。そ

「無縁社会」と呼ばれることもある現代社会において、宗教者たち

のことから、日本人は「無宗教」であるという認識が広く共有されて

の間で自分たちに何ができるか模索する動きが広がっています。そ

います。しかし、本当に私たちは「無宗教」なのでしょうか？宗教の

の動きの個々の事例を紹介しながら、改めて今日の日本社会におけ

現代的意義と合わせて考えてみましょう。

る宗教の存在意義について考えてみましょう。

文学部／総合人文学科
／芸術学美術史専修

仏像の見方、楽しみ方
関西地方には多くの優れた仏像があります。仏像は深い精神性と
力強い生命感を宿し、多くの人々の魂に語りかけ、造形を通して仏
教のメッセージを発信してきました。仏像の姿や服装、製作の特徴
などを通じて、仏教美術の楽しみ方を紹介します。

日本最古のマンガ

鳥獣戯画を読む

鳥獣戯画は、日本最古のマンガとして知られています。その魅力
と謎に迫りながら、絵巻物の楽しみ方を紹介します。

関大の知にふれる

文学部 ／ 総 合 人 文 学 科 ／ 国 語 国 文 学 専 修

新海誠監督作品にみる
「デジタル時代の映像文学」を探る

は履修していることが望ましい科目

セミナー

「関大の知にふれる」

学部・学科等

講 義 テ ー マ・講 義 概 要・対 象 学 年 等

文学部／総 合 人 文 学 科
／芸術学 美 術 史 専 修

3年生

アートはなぜ必要か？

ギリシア悲劇とその上演

昨年、ドイツの文化大臣が「アーティストは私たちの生命維持に

ギリシア悲劇は、よく知られた主題に繰り返し取材し続けた演劇

不可欠な存在だ」と述べ、コロナ禍で生活に困窮するアーティスト

でした。あらかじめ結末の知られた物語を、どのように舞台にのせた

に大規模な支援を行って大きな話題になりました。本講義では、古

のか。有名な作品を取り上げて、解説します。

今東西の名作の数々を通してアートが人や社会に果たしてきた役割
を振り返り、皆さんとこの言葉の意味を考えます。

文学部／総合人文学科／ヨーロッパ文化専修

フランス文学のおもしろさ

マルティン・ルターとその時代

フランスの文学・文化が特に人間的であると言われるのは、深い

宗教改革者マルティン・ルターが関わった仲間や敵対者、さらに

人間観察の精神に基づいているからです。このことを、さまざまな

はルターゆかりの町を紹介しながら、キリスト教が分裂する激動の

文化事象を例に挙げて述べていきます。フランス文学の「文学」と

時代を考察します。また、16世紀当時、発明されて間もない活版印

いう言葉は「総合人文学」ほどの広がりを持っており、そこに酌め

刷術がどのように利用されたかについても言及します。

ど尽くせぬおもしろさがあります。

ベルリンの壁 －分断と統一－

2年生以上

世界史

ドイツは第二次世界大戦の終結後、現在の北朝鮮と韓国のように、
東ドイツと西ドイツ、イデオロギーの違う2つの国に分断されました。
その分断の象徴であるベルリンの壁について、当時の世界情勢も考
察しつつ、建設と崩壊の過程を追います。

文学部／総合人文学科／日本史・文化遺産学専修

境界の民俗
私たちは、目には見えない意識の上で、境界を認識して暮らして

フランス演劇の楽しさ
現代の日本人にとって、フランス演劇とは、ほとんど馴染みのな
い文芸ジャンルです。しかし、フランスの悲劇も、喜劇も、古典劇
も現代劇も、実は尽きせぬ魅力に満ちています。短時間でフランス
演劇の全容を語ることはできないので、本講義では、いかにフラン
スのドラマというものが「奇妙なもの」であるか、
「実験的なもの」
であるかという点を中心に紹介します。

妖怪の歴史 −天狗と内乱−
日本中世において、種々の日記、説話にみえる天狗の姿を通じて、

います。昼と夜、一年の終わりと始まりなどの境界の時間や、橋や

人々が妖怪をどう作り上げていったかを検討します。
また、
当時の人々

辻などの場所は、異界という私たちの住む所とは別の世界と深く関

が世の中の変動
（内乱）
を、
どう考え対処していったかをみていきます。

わりがあるようです。そのような事例を紹介します。

屏風絵から探る都市とくらし
江戸時代の都市では、人びとはどのような住居に住み、どのよう
な生業を営み、また子どもたちはどのような玩具で遊んでいたので
しょうか。にぎわう港湾都市を描いた一枚の屏風絵を手がかりに、
浮世絵、古文書、出土遺物などを関連させながら、その様子を読み
解いていきます。

イスラームの歴史 －はじめの一歩－
文学部／総合人文学科／世界史専修

イスラームの信仰やイスラーム教徒の考え方は、日本に暮らす私
たちには少しわかりにくいように思われます。イスラームとはいった
いどのような信仰なのでしょうか。そもそもイスラームはどのように
して生まれ、どのようにして広まったのでしょうか。なぜ18億人と
も言われる数の信者がいるのでしょうか。イスラームを知るために、
はじめの一歩を踏み出してみましょう。

もうひとつの地中海世界
地中海は古代ローマの時代はもちろんのこと、それ以前もそれ以
降も、人々の生活と交流の舞台として重要な役割を果たしてきまし
た。ところで、ヨーロッパ世界の海のように思われている地中海は、
実はイスラーム世界の歴史とも深い関わりを持っています。それはど
のようなことなのでしょうか。

イスラームは怖い？
イスラーム教徒の行動が報道されることが多くなりました。パレ
スティナ問題が未解決な中で、９.11事件のあと世界が激動し、イス
ラーム教徒の行動がテロ
（テロリズム）
であると非難されています。イ
スラームは怖い信仰なのでしょうか。イスラーム世界の歴史を振り
返りながら考えてみましょう。

トルコ共和国はEUに加盟できる？
2005年10月にトルコ共和国のEU
（ヨーロッパ連合）
加盟交渉が
始まりました。現在27ヶ国が加盟しているEUですが、イスラーム
教徒が多数を占める国の加盟交渉が始まったのは初めてのことでし
た。トルコ共和国の加盟についてはEU内部で賛否が分かれ、また
トルコ共和国内でも異論が出ています。どのような問題があり、そ
れらの問題はどのような背景を持っているのでしょうか。トルコ共
和国とヨーロッパの歴史を振り返りながら考えてみましょう。

学部・学科等

講 義 テ ー マ・講 義 概 要・対 象 学 年 等
ロシアの農奴制

は履修していることが望ましい科目

『キングダム』
と始皇帝

歴史上有名なロシアの農奴制は、どのような制度だったのでしょ

世界史

漫画や映画で有名になった『キングダム』
。その主人公の一人は、

うか。ロシア社会の中で農奴がおかれた状況は、いかなるものだっ

秦の始皇帝です。本講義では、始皇帝の実際の姿、秦が中国をはじ

たのでしょう。農奴制が成立、強化されていく過程をロシアの歴史

めて統一できた理由、またその秦がわずか15年で滅亡した原因など

の流れの中で解説します。

に視点をあて、始皇帝と秦の歴史を解き明かしていきます。

世界史

ユネスコ世界遺産としても有名な紫禁城は、明・清両王朝500年
の歴史を刻んだまま、今も中国の首都北京の中心にその威容を示し
ています。壮大にして秀麗なこの紫禁城で、皇帝たちはどのように
暮らしていたのか、文献からわかることを写真も交えて詳しく解説し
ます。また、紫禁城にまつわるさまざまなエピソードを紹介し、その
栄光と衰亡の歴史を解説します。

スイス・アルプス観光の歴史

ヴェルサイユ宮殿と宮廷社会

世界史B

本講義では、ヴェルサイユ宮殿とそこに成立した宮廷社会につい
てお話します。ヴェルサイユ宮殿はどのような経緯で作られたのか、
そこでの王の暮らしはどのようなものだったのか、王を取り巻く宮廷
にはどのような機能があったのか、具体例を挙げながら説明してい
きます。

世界史

『アルプスの少女ハイジ』で知られるスイス・アルプスは、世界的
に有名な観光地の一つです。しかし、18世紀までは悪魔の棲む土地
として恐れられてきました。本講義では山に対する人々のまなざしが
変化し、観光地へと変貌していく歴史的背景を解説します。

自然と災害

地学又は地理

自然の営みはあくまでも自然ですが、そこに人の暮らしがあると

文学部／総合人文学科／地理学・地域環境学専修

たまたま災害になってしまいます。その話題についてお話します。

買い物弱者支援の地理学

災害と暮らし

地学又は地理

災害を受ける所では、その時は大変ですが、長い目で見ると人の
暮らしに役立つこともあります。その話題についてお話します。

地域の中のコンビニ

買い物弱者はどのような人々なのか、そして、どのような地域に

コンビニは場所、地域によって売れるものが異なります。同じタイ

住んでいて、どのような状況下に置かれているのか、地理学的に解

プの店舗でも地域によって果たす役割が異なるので、地理学的アプ

説します。特に、過疎地域など買い物先から離れている地域の高齢

ローチの研究が可能です。コンビニのビジネスモデルを説明すると

者について説明し、移動販売車など支援の可能性について解説しま

ともに、地域市場の中でのコンビニのあり方について解説します。

す。

鉄道から地域を知ろう

米と稲作をローカルにグローバルに考える

鉄道といえば以前はオタク趣味を連想しましたが、最近では多く

湿潤アジアの主食となっている米は、水田という特異な構造物で

の人が関心を持つ対象になりつつあります。生徒の通学範囲の素材

栽培します。イネの起源、アジアの稲作技術やその食文化の特色か

を取り入れて、鉄道を通じて地図に親しみ、野外で地域を知る楽し

ら日本の稲作の性格や米生産を抱える課題をお話して、最後にはそ

みを語ります。環境に優しい乗り物として、新しい動きなども映像で

の対極にあるアメリカ合衆国の米作まで及びます。

紹介します。
文学部／総合人文学科／
地理学・地域環境学専修

魔除け石の伝播を地理学的にみる
石敢當と呼ばれる魔除け石は中国発祥です。この石はアジア各地
への伝播の過程で土地ごとに形態や意味が変化し受け入れられてい
きます。大学で学ぶ地理学的な視点を紹介しつつ、文化がいかに伝
播・変化していくかを講義します。

関大の知にふれる

文学部／総合人文学科／世界史専修

悠久の紫禁城 −その栄光と黄昏−

セミナー

「関大の知にふれる」

学部・学科等

講 義 テ ー マ・講 義 概 要・対 象 学 年 等
コンピュータが言葉を理解する仕組みと
文章に潜む特徴を発見する

昔
〈子ども〉
はいなかった？

文学部／総合人文学科／教育文化専修

最初に人間の言葉をコンピュータが理解する仕組みについて簡単

「子どもは生まれたときから一人の人間として尊重される」
「子ども

に説明します。次に、作文、感想文、アンケート調査の自由記述や

は大人よりも未熟でか弱い存在である」
。現代では「常識」とされる

インタビューの書き起こしなどの文章に、人間では気がつかない特

こうした考え方が通用しない時代がかつてありました。
〈子ども〉の

徴をコンピュータは発見できることを、例を示しながら紹介します。

歴史を振り返りながら、今の〈子ども〉について考えます。

グローバル化する日本の学校
現在、日本には280万人を超える外国籍の人々が暮らしており、

子どもの労働を考える
世界の子どものうち、約10人に1人が児童労働に従事していると

外国にルーツを持つ多くの子どもたちが日本の学校で学んでいま

言われています。チョコレートの原材料であるカカオ豆、コーヒー豆、

す。一方、
2011年度から小学校でも「外国語活動」が始まっており、

バナナ、サッカーボールなどは、児童労働で作られる物の一例です。

2020年度からは正式に「教科」として格上げされました。本講義

子どもの労働について一緒に考えてみませんか。

では、皆さんと一緒に、教育のグローバル化について考えます。

図書館の仕事って何だ？（図書館情報学への招待）
：
「知」のサポーター「Librarian」
図書館は、
「本」
「情報」
「サービス」を提供する社会的な機関です。
本講義では、
「図書館に関わる研究」＝「図書館情報学」を紹介し
ながら、図書館の社会的使命と、
「知」のサポーターであるライブラ
リアン
（司書）
の意義について考えてみます。

文学部／総合人文学科／初等教育学専修

小学校における子どもの学び

「わくわくファシリテーション」
を体験しよう

小学校における授業に関わる事例を紹介しながら、子どもの学び

さまざまな話合いの場面でファシリテーション
（facilitation)の考え

を検討します。
「子どもと教師とのコミュニケーション」
「教育メディ
、

方や技法を使うと、参加者が意見を言いやすくなるので、確かな成

ア」に焦点をあてて考えていきます。

果が得られるようになります。本講義では
「わくわくファシリテーショ
ン」を実際に体験し、学校生活での実践を目指します。

学校と教師の仕事
学校と教師の仕事は、新しい未来の世代を育むという点において

私たちは何を教育と呼んできたのか
本講義では思想史的アプローチを体感します。
「教育とは何か」と

社会的にとても大切です。本講義では、日本や海外の学校の例を取

問うのではなく、
「我々はどのような営みを『教育』と呼んできたのか」

り上げながら、子どもたちが自分たちの未来を自分たちの手で創造

と問い、日常用語としての「教育」の多義性を明らかにします。これ

していくための教育を見てもらい、これからの学校と教師の仕事に

により教育とは誰のため、何のための営みなのかを再考します。

ついて考えます。

総合人文学科／
心理学専修

文学部／

繊細な性格の心理学
10代はさまざまなことを気にする年代です。そして、気にしすぎ
る繊細な性格を、心理学では HSPといいます。本講義では「怒っ
ている人が怖い」
「友だちの顔色をうかがってしまう」
「匂いや音な
どに敏感」などの繊細さと、対処法を考えていきましょう。

総合人文学科／
映像文化専修

文学部／

東日本大震災と映像メディア
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、地震と津波、原発事
故により未曾有の被害をもたらしました。他方でこの震災は、イン
ターネットがすっかり社会に浸透し、スマートフォンの普及も進みつ
つあった時期に発生しており、メディアとの関わりにおいてもこれま
でになかった特徴を持っています。本講義は、震災と映像メディア
との関わりについて考察し、その中で現代のメディア社会について
の理解も深めることを目指します。

学部・学科等

講 義 テ ー マ・講 義 概 要・対 象 学 年 等

文学部／

クリスマス市とカーニヴァルに行く

は履修していることが望ましい科目

世界史

総合人文学科／
文化共生学専修

ヨーロッパでのキリスト教の祝祭は、非キリスト教徒である私たち
にとって、非常に興味深いものです。起源や暦の話とともに、写真
などを見ながら、実際にはどのような雰囲気であるのかを、ドイツを
例にして紹介します。

私が教えるアジア文化専修・中国言語文化コースは、中国語を習
得し、ことばの背後にある文化的脈絡について学ぶところです。身
近な例を挙げましょう。日本語の「犬」
は中国語では「狗」
「豚」
、 は「猪」
です。日本語は中国の漢字を借りているのに、どうして日中間で一致
しないのでしょう？これを出発点に、中国を知り、そして日本を知り
ましょう。

関大の知にふれる

総合人文学科／
アジア文化専修

文学部／

中国を知り、日本を知る

