中央大学文学部

2017 年度 特別公開講座
2017 年 7 月 15 日（土） 多摩キャンパス 3 号館 [文学部棟]
～

参加者の皆様へ

～

・ 特別公開講座は途中の入退室が可能です。各自のスケジュールに合わせて、興味のある講義
にご参加ください。
・ 昼食時間は特に設けておりません。昼食は好きな時間帯にお取りください。昼食は持参いただ
いても本学学生食堂をご利用いただいてもどちらでも大丈夫です。なお、2 時限目と 3 時限目の
間は 30 分の休憩を設けています。
・ 全体説明および各時限にアンケートを配布しますので、講義の感想、ご意見などをお寄せくださ
い。
・ 11 時 45 分から 13 時 45 分まで、「昼どき文学部〜スチューデント・ラウンジ〜」を開催します。
在学生による各専攻の紹介もあります。先輩学生から見た文学部、専攻の良さなどを聞くチャ
ンスです。昼食をとりながら参加することもできます。
・ 13 専攻の共同研究室では、1 日限りの「共同研究室ツアー」を実施します。この機会に文学部
生の憩いの場を体感してみてください。

INFORMATION
トイレは各階廊下のつきあたりにあります。

分からないことはネームホルダー着用のスタッフにお尋ねください。

気分が悪くなった方は、保健センターでお休みいただけます。

全体説明会
時間・対象

内容

9:40～10:20

【全体説明】人数の都合上、２つの会場で行いますが、内容は同じです。

（対象:中大附属 4 高校参加者）

特別公開講座資料配布・在学生による文学部紹介

9:50～10:30
（対象:その他高校参加者）

会場

【全体説明】特別公開講座資料配布・文学部紹介・在学生による文学部紹介
模擬授業

専攻名

講義タイトル

講師名

1 時限目

フランス語文学文化

極めつけの娯楽小説『三銃士』

小野 潮

東洋史学

玄装三蔵の歩いたシルクロード

新免 康

11:30

社会学

矢野ゼミ学生による公開ディベート

矢野 善郎

2 時限目

西洋史学

宗教改革500年

鈴木 直志

社会情報学

電子書籍がもたらすもの（もたらさないもの）

小山 憲司

12:30

【講演】

文学部生のキャリア設計（保護者対象）

キャリアセンター

11:45

在学生による

英語文学文化／ドイツ語文学文化／
フランス語文学文化（語学文学文化コース、美術史美術館コ
ース）／東洋史学／哲学／社会学／心理学

大田 美和

国文学／中国言語文化／日本史学／西洋史学／
社会情報学（情報コミュニケーション・コース、図書館情報学コ
ース）／教育学

大田 美和

英語文学文化

ことばの心づかい：英語語用論入門

河西 良治

哲学

「わたし」って誰？
―JPOP から考える「自分」―

大川 真

ドイツ語文学文化

ドイツ文化と日本文化

縄田 雄二

日本史学

中世ファミリーストーリー
―甲斐源氏・武田家の系図を探る―

西川 広平

教育学

義務教育で「不登校」はなぜ問題なのか。

池田 賢市

国文学

人間はなぜフィクションを必要とするのか
―小説・映画に描かれた〈非現実〉―

宇佐美 毅

中国言語文化

台湾における八田與一観

陳 正醍

心理学

脳の治療と心のケア

山科 満

～
～

文学部紹介

12:30

part1

13:00

在学生による

～

～

11:45

文学部紹介

13:45

part2

3 時限目

～

13:00
13:45
4 時限目

～

14:00
14:45
5 時限目

～

15:00
15:45

3353
共同研究室ツアー

時 間 ・時 限

10:45

3114・3115
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※10 時 30 分
～14 時 30 分
まで、各専攻
の共同研究室
のツアーがあ
ります。
集合場所は各
専攻の研究室
となります。
ツアー概要は
本冊子の最後
のページをご
覧ください。

文学部には、学問の世界へと通じる 13 の扉があります。
この特別公開講座では、出席した皆さんのためにこれらの扉を特別に開け放
ちます。
ご案内役は、各専攻から選ばれた極上のガイドが務めます。
どうぞお好みのドアからお入りください。

講 義 一 覧

極めつけの娯楽小説

『三銃士』

フランス語文学文化専攻 教授

小野 潮

『モンテ・クリスト伯』でも知られるデュマの『三銃士』は、国王を護衛する銃士隊への入隊に憧れて
パリに昇る若者ダルタニアンと、そして彼と切っても切れない友情を結ぶアトス、ポルトス、アラミスの
「三銃士」を立役者とする生き生きとしたストーリーをもつ痛快な小説です。世界中で子供向けのダイジ
ェスト版が作られ、何度も映画、ＴＶドラマにも翻案されています。この小説の面白さを、それが描く十
七世紀フランスの歴史との関係、主人公たちの魅力、そして何より巧みなデュマの語りを通して紹介しま
す。

■講師プロフィール
文学と歴史、とりわけフランス革命期、フランス十九世紀と日本の近・現代に関わるものを偏愛してい
ます。
■お薦めの 3 冊
ヴィクトル・ユーゴー『九十三年』
（岩波文庫）
スタンダール『パルムの僧院』
（岩波文庫）
アナトール・フランス『神々は渇く』
（岩波文庫）
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玄奘三蔵の歩いたシルクロード
東洋史学専攻 教授

新免

康

昔の人は何を考え、何をなしたのか、そしてわたくしたちはそれをどのようにして知ることができるの
か。本講では、そのような問いを念頭に、7世紀の前半に、唐代の中国からユーラシアの東西交易路であ
るシルクロードを通ってインドまで行き、多くの仏教経典を持ち帰ってその翻訳事業に従事した、玄奘三
蔵の足跡を辿ります。そして、ユーラシアをまたぐ人々の営みがいかに歴史を動かし、そしてそれがいか
に現在のわたくしたちの世界にもつながっているのか、ということについて考えてみます。

■講師プロフィール
中央アジア史を研究しています。よく現地に行きます。

■お薦めの3冊
梅棹忠夫『文明の生態史観』（中公文庫）中央公論社、1998年（中央公論社、1967年）
テッサ・モーリス‐スズキ（田代泰子訳）『過去は死なない：メディア・記憶・歴史』
（岩波現代文庫）岩波書店、2014年（岩波書店、2004年）
菊地章太『フランス東洋学ことはじめ：ボスフォラスのかなたへ』:（研文選書）研文出版、2007年

矢野ゼミ学生による公開ディベート
社会学専攻 教授

矢野

善郎

文学部には様々なゼミがありますが、わが矢野ゼミでは伝統の一つは「公開ディベート」です。実際の
社会に出るとディベートの能力は欠かせませんが、なかなか日本の教育制度では身につける機会がないの
で、ゼミで練習することにしています。今回は、現役ゼミ生の有志四人がこの場を借りてディベートを練
習させていただきます。高校生の皆さんに、大学生や大学のゼミってこんな感じだよと、背伸びせず、あ
りのままをお見せできればと考えています（学生が緊張したりしていても広い心で受け取って下さい！）。
途中に皆さんからの質問時間もありますので、是非ゼミ生になったつもりで、参加してください！

■講師プロフィール
理論社会学・社会学が専門の社会学者。日本におけるディベート教育普及にも関わる（全国高校生英語
ディベート大会

審査委員長）

■お薦めの3冊
デュルケム『自殺論』
（中公文庫）
ヴェーバー『職業としての学問』（岩波文庫）
偉大な社会学者たちの言葉は重く・深いです
なお現代社会学の見取り図としては、友枝他編『社会学の力： 最重要概念・命題集』（有斐閣）
（矢野もちょっと書いています）
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宗教改革 500 年
西洋史学専攻 教授

鈴木

直志

マルティン・ルターが「95 か条の論題」を提示し、宗教改革の狼煙が上がったのは 1517 年。今年 2017
年はそれからちょうど 500 年にあたります。この授業では、宗教改革 500 年を記念して、この世界史的出来
事を改めて考えてみようと思います。当時の木版画をいくつか参照しながら、宗教改革の背景や改革者の主
張などを探り、宗教改革がヨーロッパ史にもたらした影響を考えてみましょう。

■講師プロフィール
専門はドイツ近世史。軍隊や戦争といった事象を国家や社会との関連から問う「広義の軍事史」研究に取
り組んでいます。
■お薦めの 3 冊
森田安一『ルターの首引き猫―木版画で読む宗教改革』（山川出版社、1993 年）
森田安一『木版画を読む―占星術・「死の舞踏」そして宗教改革』（山川出版社、2013 年）
Ｇ・Ｓ・サンシャイン『はじめての宗教改革』（出村彰／出村伸訳）（教文館、2015 年）

電子書籍がもたらすもの（もたらさないもの）
社会情報学専攻 教授

小山 憲司

みなさんは、電子書籍と聞いて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。アマゾンのキンドルを思
い浮かべたでしょうか。あるいは、タブレット端末やスマホで読まれている本やコミックを想像したでし
ょうか。ところで、これらは、単に紙の書籍（本）を電子化したものなのでしょうか。それとも、紙の本
とはまったく別のものなのでしょうか。電子書籍を材料に、情報の電子化とはなにかをみなさんと一緒に
考えてみたいと思います。

■講師プロフィール
中央大学大学院文学研究科社会情報学専攻博士後期課程単位取得満期退学。東京大学附属図書館に勤務
したのち、三重大学、日本大学を経て、2016 年より現職。専門は図書館情報学で、大学図書館を中心に研
究を行っている。
■お薦めの 3 冊
高田高史『図書館が教えてくれた発想法』（柏書房、2007 年）
門井慶喜『おさがしの本は』光文社(光文社文庫、2011 年)
大崎梢『本バスめぐりん。』（東京創元社、2016 年）
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ことばの心づかい：英語語用論入門
英語文学文化専攻 教授

河西 良治

私たちは、その仕組みもよく知らずに言語をさりげなく使って、人をときに傷つけたり、慰めたり、励
ましたりしていますが、今回は、特に、日本語の「敬語」にみられるような言葉の心づかいが英語にもあ
るのかどうか調べていきます。また、たえず誤解を生じさせる可能性のあるコミュニケーションの仕組み
とその原因も考えてみたいと思います。このような言語の使用の仕組みを研究する分野を語用論
（pragmatics）とよびます。

■講師プロフィール
言語学を大学院以来 40 数年研究してきましたが、人間の基盤である言語の研究の奥深さと面白さに今
でも魅了されています。
■お薦めの 3 冊
池上嘉彦『英語の感覚・日本語の感覚 <ことばの意味>のしくみ』
（NHK出版、2006年）
河西良治『人生の意味論: 価値評価をめぐって (開拓社言語・文化選書)』
（開拓社、2017年）
滝浦真人『ポライトネス入門』
（研究社、2008年）

「わたし」って誰？―JPOP から考える「自分」―
哲学専攻 准教授

大川 真

「わたし」とはいったい誰なのか。氏名や性別、身分など履歴書でかけるようなことはすぐ答えること
ができますが、
「他人と区別した時に「わたし」はどんな人間なの？」
「「わたし」はどんなことを幸福と
感じるの？」等の問いに対しては、すぐには答えられないと思います。四六時中いつも一緒にいるはずな
のによく分からない「わたし」という存在。身近な JPOP を通じて、この不思議な「わたし」を考えてみ
たいと思います。
■講師プロフィール
日本の思想、精神、文化の研究が専門。目下、ソクラテスと同様、学問と家庭の両立が最重要課題。
■お薦めの 3 冊
木田元『反哲学入門』
（新潮社、2007 年）
ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』上下（岩波少年文庫、2000 年）
高野悦子『二十歳の原点』
（新潮文庫、2003 年）
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ドイツ文化と日本文化
ドイツ語文学文化専攻 教授

縄田 雄二

ドイツ語圏の文化と日本の文化はいかなる関係を結んできたのでしょうか。さまざまな興味深い例を図
像を用いて紹介いたします。
外国語、異文化、異文化コミュニケーションを学ぶ意義についても申し上げます。
ドイツ語、ドイツ文学、ドイツ文化を学んで一体就職はどうなるのでしょうか。われわれの専攻の卒業
生の就職状況は良いのです。就職先はドイツに関連しているとは限りません。こうしたことについても説
明いたします。
■講師プロフィール
中央大学文学部教授（東京大学で博士号を取得、ベルリン・フンボルト大学で教授資格取得）
■お薦めの 3 冊
ジャック・ル・ゴフ『子どもたちに語るヨーロッパ史』前田耕作・川崎万里訳
（ちくま学芸文庫、2009 年）
多和田葉子『エクソフォニー―母語の外へ出る旅』
（岩波現代文庫、2012 年）
フランツ・カフカ『変身・断食芸人』山下肇・山下萬里訳（岩波文庫、2004 年）

中世ファミリーストーリー
―甲斐源氏・武田家の系図を探る―
日本史学専攻 准教授

西川 広平

皆さんは、自分のルーツをどのように考えていますか？いにしえより人々は、自分が何者であるのかを
示すために、自分の家のルーツを探り系図として表してきました。中世や近世につくられた系図を調べる
と、時代の流れの中で人々が様々な思惑をもって系図を作成し、自分の家のルーツをアピールしてきたこ
とがわかります。今回は、戦国大名の武田信玄で有名な甲斐源氏・武田家の系図をとおして、中世に家の
歴史がつくられた様子を紹介します。
■講師プロフィール
神奈川県の高校を卒業し中央大学に入学しました。
博物館の学芸員を経て、母校で日本中世史を教えています。
■お薦めの 3 冊
野口実『源氏と板東武士』（吉川弘文館、2007 年）
西川広平『甲斐源氏

武士団のネットワークと由緒』（戒光祥出版、2015 年）

長澤宏昌『今、先祖観を問う

埋葬の歴史と現代社会』（石文社、2016 年）
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義務教育で「不登校」はなぜ問題なのか。
教育学専攻 教授

池田

賢市

2016年12月、「不登校」対策のための法律が成立した。不登校の子供たちは小・中で約12万人。では、
かれらはなぜ「対策」が必要な存在であるのか。なぜ不登校は「問題」なのか。教育制度原理からこのこ
とを考えていくと、実は問題視すること自体が問題であることが見えてくる。義務教育はなぜ必要とされ
ているのかを確認することで、不登校という現象から何を問題にすべきかを考えてみたい。

■講師プロフィール
専門は教育制度・行政学。フランスをフィールドにマイノリティの教育権保障を研究。
■お薦めの3冊
パウロ・フレイレ／三砂ちづる訳『被抑圧者の教育学』（亜紀書房）
斎藤美奈子『学校が教えないほんとうの政治の話』（ちくまプリマー新書）
小川さやか『その日暮らしの人類学』（平凡社新書）

人間はなぜフィクションを必要とするのか
―小説・映画に描かれた〈非現実〉―
国文学専攻 教授

宇佐美

毅

小説を読んだり映画を見たりしても、目に見える「得」はありません。それでも、人間は何千年も前か
ら神話や演劇などフィクション性のある世界を大切にしてきました。その行為は単なる娯楽や現実逃避な
のでしょうか。村上春樹の小説、宮崎駿の映画や新海誠『君の名は。』など、複数の現代フィクション作品
を考えていくことで、フィクションでなければ得られない人間にとっての意義を考察します。
■講師プロフィール
村上春樹を中心とした日本現代文学研究者。近年は、映画・テレビドラマ・アニメなどを総合的に考察
する現代文化論へと研究範囲を広げている。
■お薦めの 3 冊
安藤宏『「私」をつくる近代小説の試み』
（岩波新書）
石原千秋『謎とき村上春樹』（光文社新書）
宇佐美毅『テレビドラマを学問する』
（中央大学出版部）

7

台湾における八田與一観
中国言語文化専攻 教授

陳

正醍

今年度の「中国近現代思想演習」（3年次・4年次向け）で取り上げている題材を使って、「演習形式」
で進めます。2013年12月に台湾の新聞紙上で起こった八田與一の評価に関する議論を手掛かりに、台湾で
の八田與一観の分岐とその意味を考えます。たまたま本年4月に烏山頭ダムの八田與一の銅像の頭部が切断
される事件が発生しましたが、ジャーナリスティックな関心ではなく、思想史の角度から問題を扱う授業
です。
■講師プロフィール
中国近現代思想が専門です。
■お薦めの3冊
胎中千鶴『植民地台湾を語るということ：八田與一の「物語」を読み解く』（風響社、2007年）
蔡易達（永山英樹訳）『台湾を知る：台湾国民中学歴史教科書』（雄山閣出版、2003年）
［アニメ］『パッテンライ!!～南の島の水ものがたり～』
（石黒昇監督、『パッテンライ!!』製作委員会製作、2010年）

脳と治療と心のケア
心理学専攻 教授

山科

満

私は東日本大震災直後から、東北地方のある村に入り、避難所や仮設住宅で一部の被災者と今日まで継
続して面談を続けてきました。
津波で住まいや家族を失うという経験は想像を絶するもので、当たり前のことながらそこからの回復は
けっして簡単なことではありません。ただし、意外に思われることかもしれませんが、被災者の一部には
「心のケア」よりも「脳の治療」が相応しい方がいました。他方、ほとんど同じような状態に見えながら
も、
「脳の治療」が全く効かず、「心のケア」に徹することで回復していった人もいます。
脳と心の関係は、案外難しいものです。講義では、私が被災地で出会った人の言葉を少し紹介しながら、
脳と心の不思議についてお話しします。
■講師プロフィール
精神科臨床医として活動をしつつ、大学で臨床心理学を教えています。臨床現場で出会うさまざまな人
の語りと大学での学問の橋渡しが出来ることを自分自身の目標としています。
■お薦めの3冊
滝川一廣『こころの本質とは何か』（ちくま新書）
池谷裕二『単純な脳、複雑な「私」
』（講談社ブルーバックス）
下條信輔『サブリミナル・マインド

潜在的人間観のゆくえ』（中公新書）
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『昼どき文学部』の楽しみかた
『昼どき文学部 〜スチューデント・ラウンジ〜』が開かれている間、教室はラウンジになります。
全専攻の（皆さんの先輩になるかもしれない）文学部生が登場して、個性豊かに専攻案内を行い
ます。お弁当を開きながら、冷たい飲み物で乾いたのどを潤しながら、気軽に聞いてください。そし
てわからないことは、どんどん質問してください。そんな自由さが、文学部の雰囲気なのです。

旅に出よう。 …文学部は応援します
緑豊かな多摩キャンパスだけが文学部のフィールドではありません。東京も、地方も、そして全世
界が、学びのためのフィールドです。文学部には長期・短期のさまざまな留学制度、多数の交換
留学先があるほか、フィールドワークやボランティア活動を応援する奨学金も用意しています。

学びの場、学びのチャンス
▶ １３専攻の共同研究室…学問、そして仲間との出会いの場
文学部の１３専攻には、それぞれ「共同研究室」があります。ここでは資料や文献を読む、レポー
トを書く、読書会を開くなど、さまざまな学修が展開されています。本日は１４時３０分まで開室して、
皆さんの見学をお待ちしています。大学ならではの書物や機材に触れてみてください。教室以上
に大学の雰囲気を味わえますよ。

▶ 使い倒そう！国立美術館・博物館キャンパスメンバーズ
文学部生は、東京の国立美術館（国立西洋美術館、国立近代美術館、国立新美術館）と東京国
立博物館に優待入館できます。使い方は簡単。学生証を見せるだけで常設展は無料！特別展も
会期いっぱい割引が適用され、いずれも使用回数は無制限です。古今東西の名作、教科書で見
たあの現物が、あなたを待っています
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～リアルな専攻の雰囲気を感じてみよう！～
このツアーでは、ふだん文学部生が資料収集・ディスカッション等の学びに活用している各専攻の「共同研究室」へ
ご案内します。
「研究室ってどんなところかな…？」「○○専攻に興味があるけれど、雰囲気ってどんな感じ…？」と思っているそこ
のアナタ！！共同研究室ツアーに参加して、リアルな専攻の魅力に触れてみませんか？本日だけの特別メニューも
ご用意しています。
専攻

時間・集合場所
①10:45～11:15

国文学

②14：00～14：30
３号館７階
３７０２

英語文学文化

ようこそ「寺子屋こくぶん」へ。
読み書き、そろばん、ものづくり…地口遊びに判じ絵、和算。
昔の子どもの遊びを通して、国文学の世界をのぞいてみましょう。

①11：00～11：30

中学校からずっと英語を学んできたはず…。でも大学では、一味違う英語を通

②14：00～14：30

じた「学び」ができます。あなたは英語を使って何をしたいですか？

３号館５階
３５３５
10:30～14:30

ドイツ語文学文化

メニュー

(入退室自由)

３号館５階
３５０３

経験豊かな先生、院生、学部生が、お茶を用意して皆さんとお話しすることを
楽しみにお待ちしています！
自由に見学いただけます。また、随時在学生及び教職員が質問に応じたり、お
話をいたします。例えばこんなお話です。
・本専攻で取得できるドイツ語の資格
・本専攻の学生たちの留学方法
・本専攻のクリスマスパーティーや課外授業
≪フツブン サロン・ド・テ Futsubun Salon de Thé≫

①12:30～13:30
フランス語文学文化

３号館５階
３５２３

夏の 1 日、フランスのお菓子と飲み物でひと息入れながら、在学生 2 名と話し
てみませんか。持参のお弁当をココで食べるのもありです。
専攻で学べる内容のほか、日々のキャンパス・ライフについていろいろ聞いて
みてください。
専攻の普段の様子を写したスライドショーも上映しますよ。

中国言語文化

10:30～14:30

中国のパズルやトランプ、将棋で遊んだことはありますか？簡単に遊べるもの

(入退室自由)

から、ちょっと頭を使うものまで各種取り揃え、みなさんをお待ちしています。

３号館５階

専攻の先輩が相手をしてくれますので、1 人で来ても遊べます。もちろんグル

３５１３
①11：00～11：45
日本史学

３号館７階
３７１３

ープでも OK！
日本史研究は、昔の人が書いた文書や遺跡から出土した土器などに直接触れる
学問です。今回は、古文書の読み方を中心に説明します。本物の古文書を通し
て、当時の様子やそれを書いた人たちの人間ドラマがみえてくるかもしれませ
ん。勉強ではない「生きた歴史」を体感してみませんか。
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東洋史学

10:30～14:30

ふだんなじみのないアラビア文字で自分の名前を書いてみませんか？アラビ

(入退室自由)

ア語ってどんな言葉？そう思ったらぜひ！またトルココーヒーは日本で飲む

３号館７階

コーヒーとは全く違う濃厚さ。はるか中東の雰囲気を香りとともに味わってみ

３７３５
①11:00-11:30
西洋史学

②14:00-14:30
３号館７階
３７２３
10:30～14:30

哲学

(入退室自由)

３号館９階
３９２２

てください。
研究・ボランティアなど海外で様々な活動を行った学生を紹介します。お茶と
お菓子をつまみながら、自由に気軽に先輩と話をしてみませんか？西洋史専攻
に入学したら、ぜひ海外に行ってみましょう。

「哲学カフェ」で、お菓子をつまみながら、のんびりフリートーク。哲学って
なんだろう。なんだかむずかしそう？ いやいや、肩ひじはらず、そんなに構
えずにお話ししてみましょう。

①12:45～13:15
社会学

②13:30～14:00
３号館９階

社会学は変幻自在な学問です。「何でもアリ」の社会学の魅力と面白さについ
て、ざっくばらんにお話をします。きっと世界が鮮やかに見えてきますよ。

３９０２

①10:45～11:30
社会情報学

②14:00～14:30
３号館４階
３４２１

①11:00～12:30
教育学

３号館９階
３９３２

①11:00～11:30
心理学

②13:30～14:00
３号館９階
３９０９

クイズ「資料探し・データ探し」に挑戦してみましょう。情報を正しく見つけ
出すスキルを上げると、大学でも社会でも役立ちますよ。また、教員お薦めの
DVD や資料も閲覧できます。

自分の中にある「偏見」に気づくことはなかなかむずかしいものですが、いく
つかの問いかけに答えていくことで、それを明らかにしてみましょう。

簡単な心理学の実験をやってみましょう。「人間ってすごい」って、思えるか
もしれません。（ミュラーリヤーの錯視、逆さめがね体験、ロールシャッハ図
版紹介など）

※上記のツアー実施時間以外も 10：30～14：30 の間は研究室を開放しておりますので、自由にご見学ください。
※当日の実施時間は 14：30 終了を目途としていますが模擬授業の時間帯、来場状況により、開室時間を延長す
るケースもあります。また、内容に変更がある場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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