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人 文・社 会 系
人文科学研究科

人文・社会系の沿革と特色

人とその営みを総合的に探求する
──クリティカルな知の創造

人文・社会系の母体となったのは1949年（昭和24）創立の東京都立大学人文学部
で、そのルーツは1929（昭和4）年に設立された旧制府立高等学校にさかのぼること
ができます。人文・社会系は東京都立大学時代からの伝統を受け継ぎ、高い評価と
人。教員によるきめ細かい指導のもと、学生の一人ひとりが高いレベルの研究を行
います。学びへの探究心が強く、大学院を志望する学生が多いのも特色で、全国の

人文・社会系長

人文科学研究科長

乾

彰夫

都市教養学部人文・社会系と人文科学研究科がカバーする人文学・社会科学は、人
間自身と人間の創造し継承してきた文化や社会を探究する学問です。
人間は数百万年の進化の過程で、道具や言語などを手に入れ、文化や社会を創造
してきました。そして人間が作り出した文化は、人間自身をも変化させてきました。
たとえば言語は深い思考を可能にし、微妙な感情表現を作り出すことで、人間の豊
かな能力をもたらしました。社会の出現は特定の個人や集団に富と権力を集中させ
ることを可能にしましたが、一方で個人の人権に基づく平等な社会を求める努力も
数千年にわたってつみ重ねられています。人文学・社会科学はそうした人間の営み
とそのなかで変化を遂げてきた人間そのものを広く総合的に探求する学問です。
人文学・社会科学は、対象とする領域や方法によっていくつかのディシプリンに
分かれています。人文・社会系、人文科学研究科を構成する各分野・教室は、古くは
数千年の歴史を持つ哲学から、比較的最近に成立してきた言語科学、日本語教育学
などまでそれぞれのディシプリンに沿って構成されています。
学部（人文・社会系）では、人文学・社会科学の基礎を幅広く学びつつ、2年生から
は各分野・教室に属することで、各自の関心やテーマに沿った学びをつみ上げます。
4年間の大きな目標は卒業論文を仕上げることですが、1年生からの幅広い学びは、
もっとも重要な
「自分自身のテーマを見つける」
ための準備となるものです。人間に
ついて深く学び、自分自身のテーマに取り組む経験は、皆さんが将来、社会で活躍
し、長い人生をほかの人たちと共に生きていく大きな力になると、私たちは確信し
大学院
（人文科学研究科）
は、各分野・教室に分かれて、それぞれの関心をもとに、

大学に数多くの教員を送りだしています。
人文・社会系は社会学コース、心理学・教育学コース、国際文化コースの３コース
に分かれております。
社会学コース（社会学、社会人類学、社会福祉学）は急激に変化する現代社会や大
都市において発生している様々な現象や課題について、理論的かつ実践的に学び
ます。
心理学・教育学コース（心理学、教育学、言語科学、日本語教育学）は人間が他者を
含めた周辺環境の中でどのようにして関わりを持ち適応するかを追究し、人間の
成長に関わる諸科学を統合しながら、言語の脳科学的研究、日本語教育の実践と方
法論的探求にも及んでいます。
国際文化コース
（哲学、歴史・考古学、表象文化論、
日本・中国文化論、欧米文化論）では、人文学の基礎
となる哲学、歴史、文学、文化、芸術の視点から、5
つの分野、8の領域を設け、国際的な知識を深める
とともに、それぞれの専門分野での学問的探究を
行います。さらに歴史と思想、宗教と社会、言語と
文化、時間と空間など、各分野との横断的な学びも
積極的に取り入れ、これまでにない複合的な視点
で、各分野への理解をさらに深めます。

人文科学研究科の沿革と特色
大学院人文科学研究科の前身の東京都立大学大学院人文科学研究科は1953年
（昭和28）、7専攻の修士課程設置に始まり、1973年（昭和48）の史学専攻の博士課程
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専門的な学びと研究に取り組みます。とはいっても私たちは、幅広い多様なアプ

認可によって、全専攻の大学院設置が完成をみました。その後、2005年（平成17）の

ローチを身につけるためにも、他の分野の授業などにも積極的に参加することを奨

法人化移行に伴い、首都大学東京大学院人文科学研究科として、そのまま研究教育

励しています。博士前期課程では、高度専門職や研究職にとって土台となる専門的

組織を引き継ぎましたが、2006年（平成18）4月からは、従来、社会科学研究科に所

知識・スキルを身につけるとともに、修士論文に取り組むことで専門研究の基礎を

属していた3分野を含めて、
「社会行動学専攻」
「人間科学専攻」
「文化基礎論専攻」
「文

獲得します。また博士後期課程では、各自の設定した研究課題にじっくりと取り組

化関係論専攻」の 4専攻に再編されました。

み、課程博士論文の完成を目指します。

東京都立大学大学院の半世紀にわたる研究教育の実績を受け継ぎ、新たな体制

人文学・社会科学にとって何よりも重要なことは、人間と社会、文化への深い洞察

のもとでも、内外ともに逆境にある人文学の発展のため、多様な授業科目と少人数

と、人間への限りない信頼です。そのような関心と意欲をもった皆さんを、私たち

教育の伝統を守りながら、志のある教育者、研究者、高度専門職従事者を育成して

はお待ちしています。

いきたいと念願しています。
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ています。

沿革と特色

系長︵研究科長︶あいさつ

実績があります。少人数教育が特色で、卒業論文では、先生一人に対して学生は数

002

001

組織

Organization
コース

頁

社会学

社会学

005

社会人類学

社会人類学

007

社会福祉学

社会福祉学

009

心理学

言語科学

017

日本語教育学

日本語教育学

019

哲学

哲学

021

歴史・考古学

歴史・考古学

023

表象文化論

表象文化論

025

日本文化論

027

中国文化論

029

英語圏文化論

031

ドイツ語圏文化論

033

フランス語圏文化論

035

欧米文化論

頁

社会学

005

社会人類学

社会人類学

007

社会福祉学

社会福祉学

009

心理学

心理学

011

臨床心理学

臨床心理学（博士前期課程のみ）

012

教育学

教育学

015

言語科学

言語科学

017

日本語教育学

日本語教育学

019

哲学

哲学

021

哲学
西洋古典学

歴史・考古学

歴史・考古学

023

表象文化論

表象文化論

025

日本文学

027

中国文学

029

英文学

031

ドイツ文学

033

フランス文学

035

日本・中国
文化論

欧米文化論
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言語科学

文化論

教室（募集単位）

社会学

文化関係論

015

文化基礎論

教育学

人間科学

国際文化コース
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教育学

日本・中国

分野
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人文科学研究科

人文・社会系

心理学・教育学コース

心理学

専攻

社会行動学

社会学コース

教室

組織

組織

分野
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社会学

社会学コース／社会行動学専攻

Sociology
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

教職（高校一種・専修／公民、中学一種・専修／社会）

社会学

社会学

学士（社会学）、修士（社会学）、博士（社会学）、社会調査士、専門社会調査士（大学院）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
東日本電信電話（NTT東日本），野村不動産アーバンネット，SMBC日興証券，長崎新聞社，富士電機

○近年の学位論文一覧（一部）
理論と実証の両輪で社会的な実践を支援
社会学分野・教室は、社会変動や社会問題に理論的＆実証的にアプローチし、得られた知識を問題解決に活用で
きる社会人や研究者を養成します。1955年の設置以来、東京など大都市圏だけでなく、地方中小都市の社会変動と
社会問題に対する実証的な調資研究を積み重ね、都市社会学分野の研究者も多数輩出してきました。社会学の専門
知識を持つ実証的アプローチのできる人材への要求の高まりに応じ、社会調査士・専門社会調査士の資絡を与える
充実した態勢を備えます。教員の研究テーマも、コミュニティ論・エスニシティ論・社会階層論・システム理論・サブカル
チャー論・ジェンダー論・保健医療論など多彩です。学生や院生は各教員が得意とするテーマに沿った多彩な講義や
演習に参加できます。

「集合的記憶と場所の関係性̶富士山を例にとって̶」
「政治離れから見る現代若者像の考察」
「情報概念の理論社会学的意義に関する予備的考察」
【修士論文】
「母―娘に見る若年女性の性役割観・ライフコース観の形成過程」
「都市における外国籍住民とコミュニティの再考̶東京都新宿区の外国籍住民と多文化共生政策に着目して」
「リサイクル産業における日中比較分析̶リサイクル産業及び関連産業の雇用創出 静脈産業振興のための研究」
【博士論文】
「不安定就労者たちの疎外と生きにくさ̶個人化社会に関する居場所に関する社会学的圏研究」
「中国の経済政策と消費社会の現状」

○所属教員

「英仏社会思想―社会学における
「社会秩序」のとらえ方̶ホッブス問題を切り口として̶」

和田 清美 [教授]

山下 祐介 [准教授]

Prof.EHARA, Yumiko

Prof.WADA, Kiyomi

Associate Prof.YAMASHITA, Yusuke

理論社会学、ジェンダー研究

都市社会学、コミュニティ論

地域社会学、限界集落論

中尾 啓子 [教授]

中川 薫 [教授]

不破 麻紀子 [准教授]

Prof.NAKAO, Keiko

Prof.NAKAGAWA, Kaoru

Associate Prof.FUWA, Makiko

社会階層論、計量社会学

保健医療社会学、家族ケア論

ジェンダー研究、家族社会学

宮台 真司 [教授]

丹野 清人 [教授]

内藤 準 [助教]

Prof.MIYADAI, Shinji

Prof.TANNO, Kiyoto

Assistant Prof. NAITO, Jun
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社会システム理論、社会意識論

エスニシティ論、外国人労働者研究

玉野 和志 [教授]

左古 輝人 [准教授]

Prof.TAMANO, Kazushi

Associate Prof.SAKO, Teruhito

「科学的社会学の挑戦と挫折̶第一次世界大戦後の米国における社会的なものの再生の系譜̶」

理論社会学、社会階層と不平等

社会科学概念史、データマイニングの社会学

教室（研究室）
のHPアドレス 〉〉http://tmusociology.blog134.fc2.com
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江原 由美子 [教授]

都市社会学、地域社会学

【卒業論文】
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社会人類学

社会学コース／社会行動学専攻

Social Anthropology
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

●教職（高校一種・専修／公民

中学一種・専修／社会）のほか、学芸員(公立・私立博物館の民俗部門)、および社会

学の科目とともに選択すれば社会調査士の資格が得られます。

社会人類学

社会人類学

●学士（社会人類学）
・修士（社会人類学）
・博士（社会人類学）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
東京都庁、赤十字、ニコン、JTB、NTT、三井住友銀行、八千代銀行、さわやか信用金庫、日立情報システムズ、京王
観光、特許庁、調布市役所、三井食品、芝浦工業大学、国立音楽大学、労働者健康福祉機構、セコム、大学院進学：首
都大学東京、東京大学、早稲田大学など。

世界各地の社会や文化の見方を学ぼう！
社会人類学分野では、世界の様々な社会や文化の捉え方に関する基本を学ぶとともに、それに基づき世界各地

○近年の学位論文一覧（一部）
【卒業論文】

(とくにアジア・アフリカ・オセアニア・アメリカ)の諸民族の環境・政治・経済・社会・文化などの特色を理解する方

「移民と宗教」

法も学びます。一方で、グローバル化が進む現代世界にあっては、ローカルなレベルでの人々の生活様式や価値

「国際結婚と地域社会の変容」

観は急速に変化しています。当分野では、そうした動きを的確に把握するための精緻な理論体系にも同時に触れ

「震災記録の可能性」

ることができます。

「「かわいい」について」

日本を含む世界各地の人々が、どのような政治経済的あるいは宗教＝文化的状況のもとに、どのような暮らし

「祈願行為から見る現代日本社会」

をしているのか、現地に赴いて見聞してみたい、あるいは映像・画像等で比較して理解したいという、行動的で、

「花見と日本人」

様々な社会事象・文化事象を客観的かつ冷静にとらえ、理解しようとする学生を求めています。

「家族・親族の人類学的考察」

社会人類学教室の教育目的は、1953年の教室創立以来、一貫して日本における社会（文化）人類学の専門的教育

「年中行事における伝統と変容」

研究者の育成でした。それと共に近年では、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域の実情に関する豊富な知識

「酒と日本社会」など

を身につけ、開発・援助や国際交流などの分野で活躍する専門的職業人の養成にも力を注いでいます。

【修士論文】
「人権調和論を超えて」

＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員

＊2……平成28年3月に定年退職予定の教員

高桑 史子*1 [教授]

何 彬 [教授]

澤井 充生 [助教]
Assistant Prof. SAWAI, Mitsuo

Prof. TAKAKUWA, Fumiko

Prof.KA, Hin

海洋
（海事）
人類学、
開発とジェンダーを研究。
スリランカ海村を中心

民俗学、東アジア研究、漢族研究、比較民俗学（東アジア）

伊藤 眞*2 [教授]

綾部 真雄 [教授]

Prof. ITO, Makoto

Prof. AYABE, Masao

経済人類学

文化人類学、東南アジア研究、エスニシティ研究、時事人類学

とした南アジア社会、
そして西南日本がおもな研究対象地域である。
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社会人類学、東南アジア社会論、人の移動、開発

現象（東南アジア島嶼部）

（東南アジア大陸部）

小田 亮 [教授]

石田 慎一郎 [准教授]

Prof. ODA, Makoto

Associate Prof. ISHIDA, Shin-ichiro

社会人類学、理論人類学、宗教人類学、アフリカ民族誌、沖縄

社会人類学、法人類学、東アフリカ民族誌(東アフリカ､マレー

民俗誌（東アフリカ、沖縄・東北）

シア）

社会人類学、中国民族学、回族研究、イスラーム地域研究、政
治人類学（中国）

「機能主義的民族誌に関する一考察」
「「イスラーム」復興現象再考」
「草原をめぐる存在論の遭遇」
「遊動が作り出す社会」
「ケニアVCT（自発的HIVカウンセリング検査）プログラムの人類学的考察」など
【博士論文】
「米国南西部先住民の知的財産問題をめぐる文化人類学的研究」
「神話と首長制」
「スリランカ土着の伝統医療、パーランパリカ・ヴェダカマにおける『言語発話の不在』にかんする社会人類学的研
究」など
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://sites.google.com/site/wwwshajin/
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○所属教員
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社会福祉学

社会学コース／社会行動学専攻

Social Welfare
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

児童指導員任用資格、認定社会調査士

社会福祉学

社会福祉学

学士（社会福祉学）、修士(社会福祉学)、博士(社会福祉学)、社会福祉士国家試験受験資格、社会福祉主事任用資格、

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
【学部卒業生】
自治体関係：東京都、横浜市、川崎市、千葉市、中野区、新宿区、世田谷区、練馬区、豊田市、逗子市
民間企業：KDDI、ゆうちょ銀行、八十二銀行、NTT、富士通、東日本高速道路、ヤクルト、東京海上火災、ソフトバ
ンク、フォレスト、コルグ、オカダヤ
社会福祉関係：埼玉県国民保険連合会、ベネッセスタイルケア、至誠学舎立川、ケア21、社会福祉法人中心会、社会
「新宿区内でホームレス支援の見学実習に参加する学生」

多様な社会に切り込む学問

多様な生活に寄り添う学問

少子高齢化、情報化、国際化、個人化がすすむ現代社会において、多様な人々の生活とその基盤となる社会を理
解し、支援する社会福祉制度・政策や方法・技術の重要性が認識されています。誰もが住み慣れた地域で安心して

福祉法人カメリア会
大学院進学：首都大学東京大学院人文科学研究科
【大学院修了生】
（就職先）
法政大学、早稲田大学、日本女子大学、東北福祉大学、東京福祉大学、関東学院大学、大正大学、国際医療福祉大学

暮らしていける共生社会の構築が、今、求められています。社会福祉学は、子育て、介護、貧困、格差、孤立など現
代社会がかかえる多様な生活課題を社会的な文脈のなかでとらえ、これらを解決する国や地方自治体による制
度・政策をはじめ、NPOなどの多様なサービス提供組織の仕組みを創ります。また、子ども、高齢者、障がい者、女

○近年の学位論文一覧（一部）

性、外国籍の方などの生活ニーズをもつ人々や、彼らを支える家族や地域へのソーシャルワーカーによる支援の
方法や技術の習得をめざします。本学の社会福祉学分野では、社会福祉士国家試験の受験資格の取得にとどまら

【卒業論文】

ない深い洞察力、実践力、創造性、国際性を養うことができるよう、少人数教育を生かした授業を提供しています。

「現代「無縁社会」への挑戦〜東京都中野区の事例から〜」

大学院では、さらに専門的かつ人文・社会科学の学際的な観点から社会福祉学の理論的、実証的な研究方法の習

「産み育て期間における育児支援の現状と課題」

得を図り、今日的な社会福祉の諸問題に切り込む高度な専門知識と技能を身につけた研究・教育者および実務家

「ニート・ひきこもりに関する認識の問題と克服」

の養成を行います。

「非正規雇用者の現状と雇用保障の再編について」
「知的障害を持つ中高生の余暇支援の必要性」
「一人親世帯と二人親世帯に区別をおかない社会政策の理論的検討―マーサ・ファインマンの議論の検討を通じて―」

岡部 卓 [教授]

和気 純子 [教授]

室田 信一 [准教授]

Prof. OKABE, Taku

Prof. WAKE, Junko

Associate Prof. MUROTA, Shin'ichi

社会保障論

高齢者福祉論

公的扶助論

会福祉比較

杉野 昭博 [教授]
TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

Prof. SUGINO, Akihiro
障害ソーシャルワーク

障害学

社会政策学

ソーシャルワーク論

社会老年学

国際社

ソーシャルワーク論

堀江 孝司 [准教授]

姜 恩和 [助教]

Associate Prof. HORIE, Takashi

Assistant Prof. KANG, Eunhwa

社会政策論

児童福祉論

福祉国家論

矢嶋 里絵 [教授]

長沼 葉月 [准教授]

Prof. YAJIMA, Rie

Associate Prof. NAGANUMA, Hazuki

社会保障法

ソーシャルワーク技法 精神保健学 児童・思春期ケース

障害者福祉法

地域福祉論

ワーク家族支援

家族政策論

「知的障害者の都外施設とは何か―美濃部・鈴木の都政比較と東北都外施設の設立過程を通して―
「生活保護受給有子世帯の「教育」にみられる多様性―インタビュー調査を通して―」
「離別母子世帯の転居問題―民間賃貸住宅への転居の実態を通して―」
【博士論文】
「里親制度の長期的動態と展望」
「精神障害者の就労とリカバリー」
「ユダヤ慈善研究」
「重度要介護高齢者の在宅生活の長期継続に関する研究」
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/welfare/
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【修士論文】

○所属教員

010

009

心理学

心理学・教育学コース／人間科学専攻

Psychology

臨床心理学

人間科学専攻

Clinical Psychology

（※博士前期課程のみ）

臨床心理学

心理学

心のはたらきを実証的に探求する

心の問題を支援する力を学ぶ

心理学分野は、学部2年次からの専門教育を行っています。大学院の博士前期課程では、心理学分野と臨床心理

博士前期課程の臨床心理学分野は臨床心理士の第２種指定大学院になっており、永井撤教授、下川昭夫教授、渡

学分野に分かれ、博士後期課程では、ふたたびすべての心理学領域がひとつの心理学分野として統一されます。

部みさ教授、村松健司准教授が主に講義や演習、実習を担当しています。また非常勤講師や心理学研究室の先生

現代の心理学は、
「人間がどのように生き、社会の中でどのような関わりをもちながら環境に適応するのか」とい

方からも様々な講義が提供されています。臨床心理基礎実習の充実がユニークな点で、病院実習では１年間、様々

うことが、重要なテーマとなっています。私たち心理学分野では、このような課題に対して、実験、観察、調査、検

な心の問題や病院心理職の専門性について学びます。また学校実習は臨床心理学研究室による地域支援としての

査、面接などを通して、心のはたらき、経験や関係の意味、社会文化、さらには行動の仕組みについて理解を深め

意味もありますが、子どもたちの毎日の学校生活に寄り添う形で１年間、その課題や支援について考えてゆきま

るための研究・教育を行っています。教員の専門領域は、実験心理学、社会心理学、発達心理学、臨床心理学をカ

す。臨床心理実習では実際にケースを担当し、カンファレンスでは博士前期課程のみならず後期課程の院生およ

ヴァーしており、多角的に研究が進められています。それぞれの領域における研究はゼミを単位として進められ

び助教と教員３名が出席し、様々な角度から検討を行なっています。このように実践づけの毎日ですが実証研究

ますが、たがいに影響しあうことでよりすすんだ、そして統合的な理解に近づこうとしています。意識したここ

の面も重視しています。臨床現場で起こっていることを記録し、見立てをたて、アプローチしてゆく心理臨床の

ろについての研究もあれば、非意識的な経験をも含めた行動の研究、あるいは生理的指標にもとづく研究もあり

活動は、まさに仮説を検証していく実証研究そのものです。研究テーマは院生それぞれの意志を尊重しますが、

ます。観察しうる事実としての行動もあれば、思いに支えられた心的活動なども研究の対象です。このように心

研究者の自覚を持ち、ユニークな視点で自主的に臨床研究に取り組んでいただきたいと思っています。博士課程

理学分野では多様なアプローチを通して人間の心理について考える機会が得られます。

は一貫制ではないので前期だけで修了することも可能ですし、若干名ですが試験を受け後期課程に進学もできま
す。博士後期課程の指導は永井撤教授と下川昭夫教授が担当します。博士後期課程は心理学分野に統合されてい

＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員

るため、心理学の研究者として心理臨床的な視点で研究に取り組んでいくことになります。

○所属教員

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

須田 治*1 [教授]

下川 昭夫 [教授]（臨床心理学［博士前期課程］と兼任）

天野 陽一 [助教]

Prof. SUDA, Osamu

Prof. SHIMOKAWA, Akio

Assistant Prof. AMANO, Yoichi

発達心理学。情緒と自我発達および発達臨床的支援

臨床心理学。コミュニティ臨床、学校場面での児童生徒への支援

発達心理学。社会心理学、親密な対人関係と利他行動

永井 撤 [教授]（臨床心理学［博士前期課程］と兼任）

沼崎 誠 [教授]

佐藤 章子 [助教]（臨床心理学［博士前期課程］と兼任）

永井 撤 [教授]（心理学・教育学コース、心理学［博士後期課程］と兼任）

村松 健司 [准教授]

Prof. NAGAI, Toru

Prof. NUMAZAKI, Makoto

Assistant Prof. SATO, Fumiko

Prof. NAGAI, Toru

Associate Prof. MURAMATSU, Kenji

臨床心理学。心理面接法、児童期から青年期の心理臨床

実験社会心理学。社会的自己、偏見とステレオタイプの研究

重症パーソナリティ障害の心理療法、病院臨床

臨床心理学。心理面接法、児童期から青年期の心理臨床

児童福祉施設における心理実践の研究、トラウマの心理治療に関する研究。

山下 利之 [教授]

山際 勇一郎 [准教授]

渡部 みさ [教授]

佐藤 章子 [助教]（心理学・教育学コース、心理学［博士後期課程］と兼任）

Prof. YAMASHITA, Toshiyuki

Associate Prof. YAMAGIWA, Yuichiro

Prof. WATANABE, Misa

Assistant Prof. SATO, Fumiko

認知心理学。概念、思考、論理判断、推論、意思決定など

人間関係の実証的研究

思春期・青年期の心理臨床、教育機関における心理臨床、描画療法。

重症パーソナリティ障害の心理療法、病院臨床

平井 洋子 [教授]

石原 正規 [准教授]

下川 昭夫 [教授]（心理学・教育学コース、心理学［博士後期課程］と兼任）

Prof. HIRAI, Yoko

Associate Prof. ISHIHARA, Masami

Prof. SHIMOKAWA, Akio

心理学的測定論。心理測定の方法論や計量的手法

実験心理学。人間の知覚・運動系情報処理の機能的特徴を探る研究

臨床心理学。コミュニティ臨床、学校場面での児童生徒への支援
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○所属教員
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心理学 ／ 臨床心理学
○取得できる学位・資格

Psychology
Clinical Psychology

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

臨床心理学

●学士
（心理学）
、修士
（心理学）
、博士
（心理学） ●中学

●修士（臨床心理学） ●臨床心理士、ただし資格審

校教諭一種・専修／社会、高等学校教諭一種・専修／公

査のための受験資格取得には修士修了後1年以上の

民。 ●臨床発達心理士、
ただし科目認定と実習2年間が

臨床経験が必要。 ●中学校教諭専修免許／社会、高

必要。 ●その他、学芸員、社会教育主事、認定心理士、

等学校教諭専修免許／公民。

児童指導員の任用資格、家庭裁判所調査官、児童施設で

Study abroad

本学が交流協定を結んで留学生の派遣や受け入れを実施している大学のうち、特に人文・社会系との縁の深い
大学を紹介します。このほかにも多くの大学への留学が可能です。大学案内冊子や国際センターのホームページ
をごらんください。

首都大学東京国際センター公式サイト 〉〉http://www.ic.tmu.ac.jp/about/index.html

留学

心理学 ／ 臨床心理学

心理学

留学

○ウィーン大学（オーストリア）
ウィーン大学は、現在のドイツ語圏にある大学では最古の伝統を誇る大
学です。ウィーン大学と本学との間には交換留学制度があり、すでに10年

働く児童厚生員、養護施設などの職員の受験資格など。

以上にわたって、それぞれの大学から毎年ほぼ3人の学生が相手の大学に、

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
心理学

臨床心理学

●大学院進学
（首都大学東京大学院、一橋大学大学院、

●大学院進学（首都大学東京大学院） ●公務員（法

お茶の水女子大学大学院など） ●公務員（科学警察

務省法務技官(心理)、家庭裁判所調査官、児童相談所

研究所（警察庁）、東京都庁、日野市役所、東京都公立

心理職、教育相談室・子ども家庭支援センターなど）

中高教員など） ●一般企業（三井住友銀行、高島屋、

●その他（児童養護施設心理士、病院心理士、スクー

キングジム、日本生活協同組合連合会など）

ルカウンセラーなどの非常勤）

1年間留学しています。留学生にはお互いの大学で、一人一人にチューター
がつき、初めは慣れない外国での生活の面倒をみてくれます。ウィーン大
学の伝統ある質の高い講義を聴講したり、現地の学生とのゼミでの討議を
経験することもできますし、世紀末ウィーンにまつわる華やかな文化の香
りを楽しみ、諸外国へ容易にでかけることができるという立地条件を活かして、周辺のさまざまな国を見て回る
ウィーン大学公式サイト 〉〉http://www.univie.ac.at/

こともできます。

○レンヌ第2大学（フランス）
レンヌはパリからTGVで2時間ほどのところにある、ブルターニュ地方の

○近年の学位論文一覧（一部）
心理学

中心都市で、世界遺産として有名な観光地モン・サン・ミシェルにはバスで1
時間ほどです。レンヌ第2大学はレンヌ大学（1735年設立）から第1・第2に分
臨床心理学
【修士論文】

「販売員の好感度が購買行動に与える影響̶表情とミスによる交換の

「児童養護施設と学校の連携〜児童養護施設職員と学

表出̶」／「コミュニケーション様式が実験参加に対する意欲に与える

校教員が連携して児童を支えるために〜」
／
「学校にお

影響」／「恋人プライムは女性の食事量を減らすか？」／「葛藤後の対

ける情緒的支援の可能性についての一考察̶学習支援

処行動からみる「親友」と「友人」の違い」／「就職活動期における大学

で何ができるか̶」
／
「上司の職場復帰支援に関する探

生の気分の落ち込みについて」／「バックパッカーの心理特性̶TEG

索的研究−コミュニケーション不全への支援的アプロー

IIを用いた性格的特質の検討̶」など

チの重要性̶」
／
「特別支援教育コーディネーターによ

【修士論文】

る子どもに関わる人々の主体性を引き出す働きかけ」
／

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

「感情語が虚記憶の生起に及ぼす効果」／「発達的視点を背景にした専

「Chumship体験と両親の養育態度と現代青年の交友関

門的技能研究の試み̶ケーキナッペ場面の観察から̶」／「感情的な

係に与える影響」
／
「青年期における過剰適応に関する

視点から捉えた健常な青年の内閉性」など

研究」
／
「青年期女子の母子関係の認識となりたい親像

【博士論文】

について」
など

「点字触読を制限する知覚特性̶空間特性と時間特性の検討̶」／「人
間の認知特性に適合したプロセス制御盤インタフェースの研究」など
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉[心理学］
http://www.comp.tmu.ac.jp/psychology/ [臨床心理学］http://www.comp.tmu.ac.jp/clinical/

ワ2世が1460年に設立したブルターニュ大学以来の歴史を有します。
首都大学東京との交換留学協定が締結され、2014年秋から交換が開始さ
れます。年間約3名の学生が派遣され、日本語を学んでいるフランス人学生
3名も本学で勉強します。

レンヌ第２大学公式サイト 〉〉http://www.univ-rennes2.fr/

○復旦大学（中国）
上海は、市域人口約2,500万人、首都・北京をも凌ぐ中国最大の都市で、中
国の文化・商業・金融・工業等の中心の一つです。1842年のアヘン戦争後に
開港された５都市の一つとして発展し、中国の近代史において重要な地位
を占めてきました。復旦大学は1905年創立の復旦公学を源流とし、現在で
は北の北京大学とならび称されるトップレベルの国立大学です。同大学の
留学生受け入れ機関である国際文化交流学院（学部）との交流協定により、
毎年10人前後の学生が夏季休業期間中に短期語学留学をしています。
復旦大学公式サイト 〉〉http://www.fudan.edu.cn/
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【卒業論文】

割される形で1969年に設立された国立大学で、起源をたどると、フランソ

014

013

教育学

心理学・教育学コース／人間科学専攻

Pedagogy
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

教員免許（高校一種・専修／公民、中学一種・専修／社会）、学芸員、社会教育主事、児童指導員の任用資格、など

教育学

教育学

学士（教育学）
：教育学分野の卒業を要件として取得できます。／修士（教育学）、博士（教育学）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
【学部卒業生】
世田谷区役所、相模原市役所、厚生労働省、JTB、NEC、ヤフー、ソフトバンク、
スカイマーク、日本出版販売、古河電気工業、大学院博士前期課程進学など
【大学院修了生】
大月市役所、全国青少年教化協議会、大学院博士後期課程進学など

教育の未来をひらく

○近年の学位論文一覧（一部）

教育学分野とは、人間の成長に関わる諸科学をカバーし、統合しうる可能性のある教育学研究の場です。本研
究室では現在、教育学研究最前線で活躍するスタッフが、自らの専門的研究を深め、その成果を授業に反映させ、

【卒業論文】

それと同時に、研究室全体でよりよい学習研究環境・教育成果を作り上げようと日々励んでいます。

「低学力の生徒が抱える困難とその支援の在り方」

現在、授業担当の専任教員が専門とする領域は、教育政策・制度、教育社会学、青年期の問題と学校
（中等教育）
と社会
（労働）
の接続、多文化教育、社会教育、障害児を対象とする発達と教育、および幼児教育です。
専任教員ではカバーできない領域に関しては非常勤講師を依頼しているが、人選については教員・学生・院生
三者で構成される三者懇談会の場で、その他研究室運営上の問題と一緒に話し合うという特徴があります。
学部では、必修とされる科目が比較的少なく自由度が高いですが、集大成としての卒業論文は必修であり、最
後のハードルは高く設定してあります。したがって、問題意識を持ち、自立した学習者になることが求められます。
大学院博士前期課程では、教育に関わる高度な専門職に従事するのに必要な研究能力と、その基礎となる学識

「アイヌ文化の振興̶イオル再生を中心に̶」
「娘が母親と衝突してから和解を目指す過程̶M-GTAを用いたインタビューデータの分析̶」
【修士論文】
「ゲームにおける「子ども観」〜「子ども」とは誰か〜」
「東日本大震災から見る地域コミュニティの重要性と防災学習の役割̶岩手県大船渡市赤崎町赤崎地区の事例を
中心に̶」
「中国少数民族教育における寄宿制学校」

を養うことを目指しています。また、博士後期課程では、広い視野に立って専門分野の研究および高度の専門性

【博士論文】

を要する職業に必要とされる能力を形成することを目指しています。博士後期課程では、博士前期課程での研究

「巡回相談による保育士園に関する研究

保育者の支援ニーズと概念変容プロセスの分析」

○所属教員

＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

乾 彰夫* 1 [教授]

野元 弘幸 [准教授]

金 侖貞 [准教授]

Prof. INUI, Akio

Associate Prof. NOMOTO, Hiroyuki

Associate Prof. KIM, Yunjeong

中等教育論。学校と社会との接続関係（フリーター・ニート問

社会教育、生涯学習、多文化・多民族教育

社会教育、生涯学習、日韓比較研究

浜谷 直人 [教授]

西島 央 [准教授]

松下 丈宏 [助教]

Prof. HAMATANI, Naoto

Associate Prof. NISHIJIMA, Hiroshi

Assistant Prof. MATSUSHITA, Takehiro

教育心理学、乳幼児期から思春期までの発達支援

教育社会学、音楽教育学

教育学、教育行政学

荒井 文昭 [教授]

田中 浩司 [准教授]

ハスゲレル [助教]

Prof. ARAI, Fumiaki

Associate Prof. TANAKA, Koji

Assistant Prof. HASGEREL

題などを含む〈学校から仕事へ〉の移行過程問題）。

教育行政学・教育政治研究

教育心理学、発達心理学、保育学

多文化・多言語教育、中国少数民族教育(モンゴル民族)

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉 http://www.comp.tmu.ac.jp/education/
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を、学位取得に向けてさらに磨き上げていきます。
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言語科学

心理学・教育学コース／人間科学専攻

Language Sciences
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

言語科学

言語科学

学士（言語学）、修士（言語学）、博士（言語学）
教員免許（高校専修／英語、中学専修／英語）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
大学院進学、海外留学、研究機関、外資系企業、出版社、IT企業のシステムエンジニア、言語療法士、学習支援コー
ディネータ、ライフサイエンス系コーディネータ、通訳など
一般職：NTTコムウェア、Spring-Verlag、桐原書店、大修館書店、等
専門職：国立身体障害者リハビリテーションセンター、言語聴覚士養成課程、教員、初台リハビリテーション病院
言語聴覚科、言語聴覚士、等

私たちはいつから日本語を話せるようになったんだっけ
「ことばを科学的に分析すること」を目標としています。
○赤ちゃんは自然に言葉を話すのに、大人になるとなぜ外国語は難しいのでしょう。

研究職：
（独）情報通信研究機構未ITC研究センター脳情報プロジェクト研究員、
（独）科学技術振興機構バイオサイ
エンスデータベースセンター研究員、神田外国語大学言語科学研究センター研究員、等

○近年の学位論文一覧（一部）

○外国語は早く習い始めた方がよいと思いますか。
【卒業論文】

○日本語は英語やドイツ語やフランス語と、どこが違うのでしょう。

●The relation between the Topic Marker wa and the Generic Interpretation in Japanese

○トリとヒトにはある共通点があります。それは何でしょう。
言語科学教室では、これらの質問に答えようと、ことばの「音」、
「語彙」、
「文法」、
「意味」について、
「脳の構造と
機能」
、
「生物科学」という視点から探っています。言語の様々な分析法、調査、観察、脳の計測法などの基礎知識を

●ERP studies of discrimination of /l/ and /r/ by Japanese learners of English
【修士論文】

身につけるために、様々な講義、ゼミ、実習科目を開講しています。

●Hidden Native Phonology of Tokyo Japanese Accentuation

○所属教員

●Category-dependent Interference with Target-stimulus Identiﬁcation

藤井 誠 [准教授]

保前 文高 [准教授]

Prof. HAGIWARA, Hiroko

Associate Prof. FUJII, Makoto

Associate Prof. HOMAE, Fumitaka

言語脳科学、神経言語学、心理言語学

英語教育、英語学

認知神経科学、発達脳科学

小川 定義 [教授]

原田 なをみ [准教授]

渕野 裕 [助教]

Prof. OGAWA, Sadayoshi

Associate Prof. HARADA, Naomi

Assistant Prof. FUCHINO, Yutaka

フランス語統語論、言語理論、比較言語学

理論言語学、比較統語論

神経科学、発達科学

本間 猛 [教授]

橋本 龍一郎 [准教授]

Prof. HONMA, Takeru

Associate Prof. HASHIMOTO, Ryuichiro

●Early Syntactic Responses to Word Category Violations in Japanese: An Event-related Brain Potential Study
【博士論文】
●An Event-related Brain Potential Study of English Morphosyntactic Processingin Japanese Learners of English
●Eﬀects of grammatical and Semantic Categories on Lexical Processing of SingleWords: Behavioral and
Electrophysiological Investigation
●On the Formation of Complex Predicates and the Modularity of Morphology

言語・社会脳科学、臨床神経科学

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/gengokagaku/
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萩原 裕子 [教授]

理論言語学

●Neural correlates of visual categorization: form, color, and object
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日本語教育学

心理学・教育学コース／人間科学専攻

Japanese Language Education
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高校一種・専修／国語、中学一種・専修／国語教員免許

日本語教育学

日本語教育学

学士（日本語教育学）、修士（日本語教育学）、博士（日本語教育学）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
学部での教室開設は2014（平成26）年度のため、学部卒業生はまだいません。
（大学院卒）国内・海外の大学などの高等教育機関教員、政府機関やNPO ／ NGOでの専門家、日系および多国籍企
業での一般職など。

○近年の学位論文一覧（一部）
日本語の過去・現在・未来……日本語を使うのは日本人だけではない
日本語教育学では日本語の成り立ちや音韻・文法、習得過程、社会や心理と言語とのかかわりを基礎から学ぶ科

【卒業論文】
まだありません。

目を用意しています。また、さまざまな選択科目があり、日本語と日本語教育にかかわり、言語力を高めるさまざ

【修士論文】

ま内容の履修をすることができます。こうした科目での研鑽を積んだ上で、教育への応用や、研究に結びつけて

『「させていただく」の拡大的な用法に関する研究』

行きます。

『日本語における感謝表現と詫び表現の連続性に関する研究―中国人日本語学習者と日本語母語話者を比較して―』

日本語を使うのはもはや日本人だけではありません。伝統的な日本文化、ポップカルチャーやソフトパワーを

『中国北方方言母語話者における促音知覚の特徴と音声指導の効果』
『片手の手振り法による複合名詞アクセントの指導に関する考察 ̶ VT法を着眼点とする̶』

支えるものとして世界中の人々が日本語に興味を持っています。

『韓国人日本語学習者の「から」
「ので」の使用について』

○所属教員

『中国人学習者における「許可求め」の敬語表現に関する考察̶丁寧さの学習状況を中心に̶』
【博士論文】

西郡 仁朗 [教授]

浅川 哲也 [准教授]

奥野 由紀子 [准教授]

『現代日本語の類義関係にある副詞に関する計量的研究』

Prof. NISHIGORI, Jiro

Associate Prof. ASAKAWA, Tetsuya

Associate Prof. OKUNO, Yukiko

日本語教授法、マルチメディアやインターネットを利用した

日本語学・日本語史が専門です。現代日本語の音韻・文法・語

第二言語習得研究を専門としています。学習者の変化する中

『専門日本語教育にピア・ラーニングを用いる研究̶大学院の日本語教育学専攻における四年間の実践研究を通し

す。また、介護福祉分野での外国人人材への日本語教育にも

キリシタン資料・人情本・外国人による近代日本語資料など、

ションのための日本語教育研究、教材開発にも関心がありま

日本語教育、言語学習の認知的過程などの研究を行っていま

日本語の話しことばを復元できる文献を使った実証的な日
本語の研究をしています。

間言語体系と、習得の要因を探っています。コミュニケー
す。ありのままの学習者のことばを丹念に見たいという方を
歓迎します。

ダニエル・ロング [教授]

長谷川 守寿 [准教授]

劉 志偉 [助教]

Prof. LONG, Daniel

Associate Prof. HASEGAWA, Morihisa

Assistant Prof. LIU, Zhiwei

社会言語学、言語接触、第二言語習得の研究を行っています。

新聞や小説などのテキストデータを利用した現代日本語研

専門は日本語学、日本語学史、日本語教育、日中対照研究。イ)

ています。

心とした語彙教材）を行っています。テ キストデータを通し

教授指針のみならず、日本語学習経験者ならではの視点から

今、小笠原諸島というフィールドでの言語研究にも力を入れ

究（特に文法）や、日 本語教材開発（特にコロケーションを中
て日本語を研究してみたい人を歓迎します。

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

神田 明延 [准教授]

小柳 志津 [准教授]

Associate Prof. KANDA, Akinobu

Associate Prof. KOYANAGI, Shizu

専門は英語教育で、主にe-LearningやCALLなどの教育実践方

（国際センター所属。大学院での科目担当）

法についての研究をしています。授業では日英語比較の観点

文化接触によっておこる様々な現象や問題を、文化心理学や異

ます。

す。実際の経験や現場に根差した実践的な研究を目指します。

から、日本文化を国際語としての英語で説明することを学び

日本語を母語とする日本語教育の専門家が定めた日本語の

て̶』
『日本語のオノマトペにおける音象徴の普遍性と個別性に関する研究̶日本語母語話者と中国北京語話者との感
覚評価の比較を中心に̶』
『日本語の語用論的特徴に関する基礎的研究と日本語教育への応用』
『満洲国地域における日本語の言語景観̶写真史料からみる日本語普及史̶』

日本語教育文法を考えること、ロ）江戸時代以前の所謂テニ
ヲハ論書を通時的に考察することにより、当時の日本人の文

法意識の変遷を明らかにすること、ハ）日本語母語話者のた
めの中国教育文法を再構築すること、この三つのテーマに関
心を持っています。

文化間コミュニケーション論などから学際的に調査研究しま

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://nihongo.hum.tmu.ac.jp/nihongo/

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

実践的に関わっています。

彙についての歴史的な研究をしています。万葉集・源氏物語・
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哲学

国際文化コース／文化基礎論専攻

Philosophy
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

哲学

哲学

学士（文学）、修士（文学）、博士（文学）、教職（高校一種・専修／公民、中学一種・専修／社会）、学芸員

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
【学部卒業生】
自治体関係：入間市
民間企業：エレコム

太平電業

大学院進学：東京大学

西洋哲学・文学・宗教の始原から、現代哲学の最新の到達点まで

自由に思考し、世界と他者を理解し、理解されるためのスキルを磨く
現代の私たちは、日々、膨大で錯綜した情報にさらされ、未経験の事象や出来事に出会い、あまりに異質で理解
不能に思える他者の価値観に直面させられます。私たちが世界と他者を根底的に、また包括的に理解するために
は、また、理解されるためには、どのような思考、解釈、表現、実践のスキルとスタイルを持つべきでしょうか。哲
学教室で学ぶ学問、西洋哲学と西洋古典学は、この問いに有力な示唆を与えてくれます。古代西洋に遡るその始

シアーズ

首都大学東京

スタッフサポート

臨海セミナー

【大学院修了生】
東海大学（常勤講師） 首都大学東京(非常勤)

学習院大学(非常勤講師)

東京海洋大学(非常勤講師)

○近年の学位論文一覧（一部）
＜哲学＞

く探究し、豊富な洞察を積み重ねてきたからです。

『告白』から見るアウグスティヌスの時間論
デカルトの懐疑における意志の働き

実存主義から大陸哲学に至る流れ､英米に発しつつ国際化している分析哲学など) まで、(2) また分野で言えば、

ヒューム因果論の考察

形而上学･認識論･倫理学・宗教哲学･聖書研究から､言語哲学･論理学といった多様な領域にわたり、各自の興味の

チューリング機械̶その論理的構造と概念的興味：チューリングの原論文に即して

まま自由に、深く学び、思索します。
「西洋古典学」では、長らく西洋文学全般の基礎にして模範となった古代ギリ

ラヴェッソンとベルクソンにおける習慣の考察

原典を綿密に読みこなし､著者の真意を掘り下げて理解して明快な日本語の論証に再構成する能力は､現代社
会に真に必要とされるスキルと言えるでしょう｡
＊2……平成29年3月に定年退職予定の教員

大芝 芳弘 [教授]

Associate Prof. MATSUSAKA, Youichi

Prof. OSHIBA, Yoshihiro

フランス哲学・近世哲学・現象学

言語哲学

ラテン語学・文学

岡本 賢吾 [教授]

金子 善彦 [准教授]

小池 登 [准教授]

Prof. OKAMOTO, Kengo

Associate Prof. KANEKO, Yoshihiko

西洋近現代哲学，特に論理学の哲学・数学の哲学

哲学・古代ギリシア哲学

石川 求 [教授]

井原 健一郎 [助教]

Prof. ISHIKAWA, Motomu

Assistant Prof. IHARA, Ken'ichiro

哲学

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

Associate Prof. CHIYOJIMA, Tadashi
哲学、相対性理論、エントロピー理論等における時間の問題

フランス哲学

西洋古典学

松阪 陽一 [准教授]

Associate Prof. KOIKE, Noboru
ギリシア語学・文学

【博士論文】
臨床における自己決定の問題
ハイデガーにおける存在と神の問題
＜西洋古典学＞
【卒業論文】
プロタゴラスにおける勇気のあり方について
エウリピデス『メーデイア』をめぐる性の表象とその劇構造の諸相
【修士論文】
オウィディウス『変身物語』におけるパエトンの物語とその周辺
『アエネーイス』第6巻と『オデュッセイア』第11巻における3組の再会場面の比較
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/philosophy/index2.html
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＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員

Prof. JITSUKAWA, Toshio

千代島 雅*2 [准教授]

ヘーゲルの絶対的様相概念̶スピノザとの比較から̶
非法則的一元論について

実川 敏夫* [教授]

ドイツ近現代哲学

【修士論文】

確率・ゲーム・情報の流れ̶確率論の概念的基礎̶

○所属教員
1

首都大学

東京オープンユニバーシティー (講師)

【卒業論文】

シア文学・古代ラテン文学を、原語原典をひもときながら厳格に、しかし興味深く学んでいきます。

駒沢学園

専修大学

まり以来、20数世紀を経て現代に至るまで、西洋哲学・思想・文学・宗教は、世界と他者の根底的理解の可能性を鋭
「西洋哲学」では、(1) 古代ギリシアから､中世､近世､近代の英･仏･独の哲学､そして現代哲学の諸潮流 (現象学､

北越紀州製紙
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歴史・考古学

国際文化コース／文化基礎論専攻

History and Archaeology
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高校一種／地歴・公民、中学一種／社会、
（博士前期課程で専修免許の取得可）
学芸員資格

歴史・考古学

歴史・考古学

学士（史学）、修士（史学）、博士（史学）、修士（考古学）、博士（考古学）

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
【企 業】JR東日本、東芝、日鐵住金建材、野村證券、白泉社、はとバス、りそな銀行

4次元の魅力！

人間の生き方を考える学問

さあ開こう、歴史学・考古学の世界を！

【官公庁】国税庁、航空自衛隊、東京都、神奈川県、葛飾区、八王子市、横浜市、川越市
【教 員】東京都、神奈川県、埼玉県
【大学院】首都大、千葉大、東京大、東京学芸大、一橋大、龍谷大

歴史･考古学分野では､日本史･アジア史（東洋史）
･西洋史･考古学の各領域で教育と研究が進められています｡
もちろん各領域の専門性を重視していますが、同時に人類史･世界史の立場から、過去の人々の生活の営みを総合

○近年の学位論文一覧（一部）

的に把握することを目標としています。学生諸君は､なるべく広い視野で歴史学・考古学を分析する目を養いなが
ら、個別の講義･演習･実習を履修して各領域、時代などにそくした訓練を受け、最終的には卒業論文という形で、

【卒業論文】

自分のテーマにそくした専門的研究を行うことになります。また、教室での勉強だけでなく、調査、合宿など野外

「源頼朝の奥州支配」

での活動も行われています｡卒業生は､一般企業や公務員、教員として就職するほか、大学院進学者も多数います｡

「日中国交正常化における中華人民共和国の戦後賠償放棄について」

大学院は、さらに進んで自分の研究テーマを追究できる体制となっています。大学院博士前期（修士）
課程では、
講義・演習などの場での指導と、日常的に進める自主的な調査、研究によって修士論文をまとめていきます。さら

「近代ロシアにおける出稼ぎと農民家族」
「千曲・信濃川流域における縄文・弥生時代の集落選地条件の比較」
など

に博士後期課程では、博士論文作成をめざして、講義・演習への参加や、学内外の学会・研究会等への参加を通じ
て、研究能力を磨いていきます。また、さまざまな研究分野とのフィールド調査を含む緊密な共同研究にも積極

【修士論文】

的に取り組んでいます。

「幕末における条約派幕臣の政治動向」
「近世北ドイツにおける教会音楽の市民化と宗教改革の影響」

○所属教員
中嶋 毅 [教授]

前田 弘毅 [准教授]

Prof. NAKASHIMA, Takeshi

Associate Prof. MAEDA, Hirotake

木村 誠* [教授]

源川 真希 [教授]

出穂 雅実 [准教授]

Prof. KIMURA, Makoto

Prof. MINAGAWA, Masaki

Associate Prof. IZUHO, Masami

朝鮮古代史、古代国家形成史

日本現代史、東京研究

考古学（旧石器）

前沢 伸行* [教授]

國 雄行 [教授]

赤羽目 匡由 [助教]

Prof. MAEZAWA, Nobuyuki

Prof. KUNI, Takeyuki

Assistant Prof. AKABAME, Masayoshi

古代ギリシャ史

日本近代史

朝鮮古代史、東洋史

山田 昌久 [教授]

鎌倉 佐保 [准教授]

岩瀬 彬 [助教]

Prof. YAMADA, Masahisa

Associate Prof. KAMAKURA, Saho

Assistant Prof. IWASE, Akira

考古学、技術史と地球環境史、植物利用史、生活水利研究

日本中世史

考古学

河原 温 [教授]

谷口 央 [准教授]

Prof. KAWAHARA, Atsushi

Associate Prof. TANIGUCHI, Hisashi

ヨーロッパ中世史、都市社会史

日本近世史、日本近世初期政治経済史

1

[教授]

Prof. OKUMURA, Satoshi
中国近現代史、社会主義体制の歴史的研究
1

2

ロシア近現代史、在外ロシア史

など

＊2……平成28年3月に定年退職予定の教員

中東・イスラーム史、ユーラシア研究

【博士論文】
「8 〜 9世紀における渤海の中央権力と地方社会」
「後期旧石器時代前半期における石器素材利用形態の研究」
など

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/rekishikouko/

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

奥村 哲*

＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員
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表象文化論

国際文化コース／文化基礎論専攻

Representation Studies in Art and Culture
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

●学士課程：学士（文学） ●博士前期課程：修士（文学） ●博士後期課程：博士（文学）
【資格】

表象文化論

表象文化論

【学位】

学芸員、社会教育主事など

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
【学部卒業生】
マスコミ・広告：NHK、電通
鉄道・運輸：JR東日本

好奇心は無限大

̶君の切り口で時代を自由に読み解こう̶

表象文化論分野は、芸術や文化の多様なテーマに幅広い視野から柔軟に対応できる研究・教育の場を目指して
います。基本的な立場となるのは、イメージ論、視覚文化論、パフォーミング・アーツ研究、音楽文化論、伝統芸能
研究、言語芸術論などに取り組む芸術表象研究と、文化的事象を制度・権力・身体・メディアといった視座から検討
する文化表象研究の二つです。20世紀半ば以後著しい発展を遂げた、文化・芸術にかかわる理論的探求の成果、す
なわち現代思想、記号論、精神分析、ジェンダー論、カルチュラル・スタディーズ、批評理論、メディア論、図像学、
映画理論などがもたらした方法論的成果を重視し、それを踏まえた上で、美術、映画、音楽、演劇、文学から、舞踊、
広告、デザイン、ファッション、マンガ、テレビドラマまでのあらゆるジャンルの作品、作家、運動などを研究対象
として扱っていきます。こうして実現される学際的・領域横断的な研究・教育の場の特長を活かしながら、今日の
多様化する文化・芸術の諸問題にも取り組もうとしています。

サービス・小売：三越伊勢丹
金融・保険：東京海上日動火災保険
製造業：サッポロライオン、東芝機械
官公庁：文部科学省、東京都庁、江東区区役所
教育・研究：首都大学東京事務局、一橋大学図書館、学習院大学図書館
大学院進学など。
【大学院修了生】
広島県立美術館（学芸員）、日本IBM、アスキー・メディアワークス、首都大学東京事務局など。

○近年の学位論文一覧（一部）
【卒業論文】

○所属教員

＊1……平成28年3月に定年退職予定の教員

「近代文学における「温泉」という表象、細部に宿るその機能」
「スポーツと国籍について」

亀澤 美由紀 [教授]

木下 千花 [准教授]

Prof. TSUJI, Asako

Prof. KAMEZAWA, Miyuki

Associate Prof. KINOSHITA, Chika

19世紀イギリス文学・文化

映画史、映像文化

「宮崎駿のアニメーションにおける人物の成長物語 」など

高岸 冬詩 [教授]

高本 教之 [助教]

【修士論文】

Prof. TAKAGISHI, Toshi

Assistant Prof. TAKAMOTO, Noriyuki

18・9世紀イギリス及びイタリア文化

詩と音楽

岡﨑 一 [教授]
Prof. OKAZAKI, Hajime
英米ユートピア文学・思想、英学史、比較文学

20世紀イギリス・アイルランド詩

三宅 昭良 [教授]

赤塚 若樹 [教授]

Prof. MIYAKE, Akiyoshi

Prof. AKATSUKA, Wakagi

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

表象文化論、モダニズム文学、演劇・身体論、翻訳・翻訳文化論

映像文化、比較文学

高野 一良

古永 真一

[教授]

[准教授]

Prof. TAKANO, Kazuyoshi

Associate Prof. FURUNAGA, Shin’ichi

表象文化論、アメリカ文化

現代思想、バンドデシネなどのイメージ／テキスト研究

独文学、日本古典芸能、演劇文化

「ノイズ・ミュージックの有機的な繋がり」

「枯山水を囲う̶室町時代中・後期の禅林における、ある特殊な額縁観についての考察」
「建築写真の不朽性について」
「呪縛からの解放̶救済としてのホラー映画」
「「表象レベル」の跳躍̶マンガ表現の特性 」など
【博士論文】
「『フランケンシュタイン』における自然、想像力、ヘルメス思想̶作品にエソテリシズム思想を読む」
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/hyosho/

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

辻 麻子* [教授]
1

026

025

日本文化論

国際文化コース

／日本文学

文化関係論専攻

Japanese Cultures ／ Japanese Language and Literature
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高等学校教諭一種・専修免許状・中学校教諭一種・専修免許状／国語

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）

日本文化論／日本文学

日本文化論／日本文学

学士（文学）、修士（文学）、博士（文学）

大学院進学 世田谷区役所 練馬区役所 人事院職員 埼玉県立高校教員 トヨタファイナンス 東京大学職員
石川県中学校教員 住友不動産販売 白河信用金庫

○近年の学位論文一覧（一部）
書物の大海原に遊ぶ

̶日本神話からライトノベルまで

日本語学､古事記や万葉集､平安和歌や物語、江戸時代の文学､近代文学や現代文学を研究する専門スタッフが

【卒業論文】
「古事記における「嫉妬」の発見について」
「ゴースト「〜助詞。」で終わる文、及び助詞の力」

在籍し､現代日本語の統語論･意味論、古代の文字表現論、歌の系譜論、近世の小説史や文芸思潮、近代の小説と批

「「歩行」に関するオノマトペの表現効果とその多様性」

評､思想文化などに関心を寄せています｡学生は少人数のゼミ形式の授業でスタッフと議論しながら､日本語分析

「「能」の観点から解釈する「ドグラ・マグラ」の構造」

の方法､文献資料の扱い方､文学作品の読解や批評の方法などを学び､日本語学一般､古典から現代文学まで自由

「歌ことば「御代」考」

に自分の研究テーマを深めていくことができます。ことばに関心のある人､本を読むのが好きな人を歓迎します｡

「現代語の程度副詞」
「『古事記』における先導役について」

○所属教員

「『西鶴諸国はなし』考̶逸脱するハナシ̶」
「戦争文学における一人称詞「自分」」

飯田 勇 [教授]

大杉 重男 [教授]

近藤 瑞木 [准教授]

Prof. IIDA, Isamu

Prof. OHSUGI, Shigeo

Associate Prof. KONDO, Mizuki

古代の日本文学、特に『古事記』や『万葉集』などの作品に関す

主に近現代の日本文学を研究している。文学を自明の前提と

近世の小説史と文芸思潮について研究している。特に文学史

あるいは平安時代以降の文学を視野に入れたりしながら、神

ているかを、政治や文化状況との関連や、文学作品の言葉の

草子、読本、談義本等）について、諸作品の基礎的な調査、整

る研究。また、文字を離れて口承（口誦）の世界に溯ったり、
話・和歌・物語・説話・小説などの言葉のあり様を考えている。
さらに、個別の作品や文学ジャンルを超えた視点から、文学
考えることに興味があり、そうした視点からの研究も試みて
いる。

内在的構造の中に見出すことに努めている。徳田秋声を中心
とする自然主義文学の脱構築的読解、夏目漱石をめぐる神話

的表象の批判的分析を進め、現在では文学言語の原理的探求、
日本人をめぐる現代的表象の批判的分析などに研究対象を
広げている。

上、未検討の問題が山積する十八世紀の小説ジャンル（浮世

「「天神壽詞」と水の信仰」

理を進めながら、十八世紀小説史観の更新を目指している。

「漢字テキストとしての『古事記』研究〜スサノヲ神話を中心に〜」

読本や絵本といったカテゴリーの枠を越えた近世怪異小説

「ヲトメの物語̶高橋虫麻呂歌集歌研究̶」

怪異文芸論を展望している。

「恋文的エクリチュールとしての秋江テクスト̶近松秋江と手紙̶」
「雑誌『スバル』の文学的虚構

また、近世文芸に於ける怪異の表象、怪談文化に関心がある。
研究、ひいては絵画や演劇などのメディアをも包摂する近世

猪股 ときわ [教授]

大島 資生 [准教授]

中川 美和 [助教]

Prof. INOMATA, Tokiwa

Associate Prof. OSHIMA, Motoo

Assistant Prof. NAKAGAWA, Miwa

古代〜中世あたりまでの歌や神話的言説をそれぞれの「時」

現代日本語を文法論的・意味論的見地から研究している。文

日本語学のなかでも，とくに10世紀から13世紀にかけての日

と「場」の中でいかに捉えるかを研究課題としている。具体的

の統語構造と、その背後 にある意味的構造の相互関係に関心

本語の文字・表記，書記史を中心に研究を行っている。同じ表

の形成過程の解明、歌をうたい・よみ・書く行為がどのように

察を行っている。同時に、個々の語の持つ語彙的情報が、統語

点からみた展開のしかたのちがいなどに関心がある。また、

には、東アジアの漢字文化との出会いによる「和歌」なるもの

宮廷文化（政治・思想・制度・世界観など）を構築していったか、

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

古代宮廷文化の中で生成する神話的思考など。

を抱き、連体修飾節構造など、いわゆる複文構造 を中心に考

構造にいか に顕現するかという問題にも取り組んでいる。今

後は、表現論・文体論に近い領域に 関しても、文法論・意味論

の側から接近する可能性を模索していきたいと考えている。

【修士論文】

音文字であるひらがなとカタカナの機能のちがい、通時的観

古文書と韻文資料といった資料の性質によって使用される
表音文字の様相がどう異っているのかにも注目している。

̶戯曲あるいは妻しげとの連作を中心に̶」

「『古事記』天皇像の研究

̶天皇像と殺しの語り̶」

「内田百閒「東京日記」論

̶都市・東京と百閒の心象をめぐって̶」

【博士論文】
「江戸狂歌史研究−化政期の狂歌判者石川雅望を中心に」
「戦後日本児童文学における「テクスト内ファンタジー」の問題」
「建部綾足研究」
教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/abbas/index.html

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

の発生や文学とは何かという、文学に関する本質的な問題を

して考えるのではなく、それがどのような制度性に支えられ

「『死霊』における「否定」と「肯定」」
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中国文化論

／中国文学

国際文化コース

文化関係論専攻

Chinese Cultures ／ Chinese Language and Literature
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高等学校一種・専修中国語教員免許

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）

中国文化論／中国文学

中国文化論／中国文学

学士（文学） 修士（文学） 博士（文学）

【学部卒業生】
ハウス食品、ゆうちょ銀行、日立エレベーター、クボタ空調、エフ・コーポレーション、武蔵野市役所、上智大学職員、
東京都庁、シンガーソングライターなど
【大学院修了生】
千葉大学、早稲田大学、吉利大学（中国）、三菱UFJ銀行（北京）など

いざ漕ぎ出さん学問の宇宙へ！

いざ分け入らん漢字の森へ！

実利ばかりを求める価値観が､世界中のあちこちで衝突を生み出しています｡このような時代にこそ ｢虚学｣ である
｢文学｣ (実際には文化研究を指しているとお考えください) の価値が浮き彫りになるでしょう｡ここ数年、日中関係は
緊張度を増し、お互いの文化に対する認識不足もあらわになってきました｡今こそ両者が見つめ合い理解を深めるべ
き時ではないでしょうか｡
当教室は悠久の歴史をもつ中国の文化に､言語､文学､思想､芸術などの側面からさまざまな方法でアプローチし、中
国との相互理解、相互批判に向けて、自主的に判断し主体的に関わることのできる人材の育成を目指しています。
また大学院における教育目的は、第一には中国文学・語学研究教育者の養成で、専門分野の知識や研究方法の教育
にとどまらず、視野を広く持ち、文化的相互理解・相互批判の達成に向けて努力できる人材を育成することを目標とし
ています。
学部生、大学院生ともに学生室や演習室を拠点にして、隣接する書庫に収蔵されている 10万冊を超える豊富な資
料・書籍を自由に閲覧・貸出でき、それらを存分に活用して勉学に専念できます。教員と学生の垣根はごく低く、授業時
間以外でも学生室と同フロアにある各教員の部屋を訪ねて話し合う情景は日常的なものです。論文発表会で熱い議論

「中国における「名楼」の文化遺産としての今後のあり方をめぐる考察̶黄鶴楼、岳陽楼と滕王閣を例に」
「談善吾の新聞小説『痴人夢』の語法と語彙について」
「『点石斎画報』にみる大衆化された非文字文化と非文字コード獲得の考察によるその基礎研究補填上の一方法論
の試み」
「『初恋のきた道』考察 ̶張藝謀」
「同人誌が広めた日本漫画̶中国における日本漫画の位置付け」ほか
【修士論文】
「中国の現代ファンタジー小説「九州」に関する考察」
「「満洲国」におけるラジオ放送事業」
「満洲国における配給統制と映画館̶1943年までを追って」ほか
【博士論文】
「中国的文化景観に示された文学史上の事象に関する研究̶文学作品の「具現化」現象をめぐって」ほか

○所属教員

＊1……平成27年3月に定年退職予定の教員

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

落合 守和*1 [教授]

佐々木 睦 [教授]

佐藤 賢 [助教]

Prof. OCHIAI, Morikazu

Prof. SASAKI, Makoto

Assistant Prof. SATO, Ken

中国語史、口供供詞・満漢資料等による北方漢語の成立過程の検討。

中国古典文学、幻想文学、図像学

平井 博 [教授]

大久保 明男 [准教授]

Prof. HIRAI, Hiroshi

Associate Prof. OKUBO, Akio

中国近現代文学批評と言説分析

中国近現代文学、特に「満洲国」時期の文学史、文化史

木之内 誠 [教授]

荒木 典子 [准教授]

Prof. KINOUCHI, Makoto

Associate Prof. ARAKI, Noriko

場所と文字をめぐる中国古典文学史・文化史。文化景観論

【卒業論文】

中国語法史・語彙史

中国近現代文学、中国ドキュメンタリー映画

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/chubun/newtop.html

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

が交わされる一方で、合宿やピクニックなどの楽しい行事を通じ、人間性を涵養することもわが研究室の伝統です。

○近年の学位論文一覧（一部）

030

029

英語圏文化論

国際文化コース

／英文学

文化関係論専攻

English Cultures ／ English Language and Literature
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高校および中学校一種教員免許／英語、高校および中学校専修教員免許／英語

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）

英語圏文化論／英文学

英語圏文化論／英文学

学士（文学）、修士（文学）、博士（文学）

三菱電機、日本出版販売、ＪＴＢ首都圏、東京海上日動システムズ、LIXIL、日鉄鉱業など
（以上、2013年度学部卒業生実績）

○近年の学位論文一覧（一部）
英語圏の言語文化を通じて、グローバルな知を育む。
もっともグローバルな言語とされる「英語」。本専攻ではイギリスやアメリカの伝統的な言語文化を学ぶと同時
に、多様化し続ける英語圏文化への柔軟な視点と、その歴史や社会への深い理解を育みます。近代の黎明期にお
ける詩や演劇、18-19世紀の小説や社会・風俗、象徴主義やモダニズムなどの芸術運動、さらにはポストモダンの美
学や文化理論にいたる広範な領域が本専攻の学びの対象です。また、こうした内容の講義や演習を受講する上で

【卒業論文】
「『ベンジャミン・バトン』における優生学の影響」
「『ハワーズ・エンド』におけるイギリス帝国主義とその周縁」
「村上春樹とレイモンド・チャンドラー̶ハードボイルド小説の伝統における再構築
明と暗の両面性̶ルイ・マクニースの時間の経過に対する意識」
【修士論文】

不可欠となる英語力を、
「上級英語」
「英作文」
「英語表現論」
「英語コミュニケーション論」といった多様な言語関連

The Healing Narrative of Imagination: “Mother” and “Daughter” in Sarah Orne Jewettʼs “The Foreigner”

科目で学ぶことができます。

James Joyceʼs Unﬁnished Work in Progress: Stephen Hero and Chapters in the Life of a Young Man

「英語」という高度な実践的知識を着実に身につけながら、ひとつの言語文化圏を形作る広大で複雑なフレーム
ワークを感じ取り、真の意味でグローバルに思考することのできる人間になること。それこそが本専攻の学生諸
君に求められる目標です。

○所属教員

＊1……平成28年3月に定年退職予定の教員

＊2……平成29年3月に定年退職予定の教員

ロバート・ブロック [准教授]

辻 秀雄 [准教授]

Prof. WATANABE, Momoko

Associate Prof. BROCK, Robert

Associate Prof. TSUJI, Hideo

アメリカ現代詩、アメリカ文化、アメリカのフェミニズム

英語教育

アメリカ文学 (現代散文)、モダニズム

伊藤 誓*2 [教授]

吉田 朋正 [准教授]

平尾 吉直 [助教]

Prof. ITO, Chikai

Associate Prof. YOSHIDA, Tomonao

Assistant Prof. HIRAO, Yoshinao

18世紀を中心とするイギリス小説の研究、
現代の批評と思想の紹介

批評史、アメリカ文学・思潮

福島 富士男* [教授]

安井 マイケル [准教授]

吉田 要 [助教]

Prof. FUKUSHIMA, Fujio

Associate Prof. YASUI, Michael

Assistant Prof. YOSHIDA, Kaname

アフリカ文学

日米比較文学、14世紀イギリス文学、20世紀アメリカ文学

アメリカ文学、アメリカ詩

中村 英男 [教授]

越 朋彦 [准教授]

Prof. NAKAMURA, Hideo

Associate Prof. KOSHI, Tomohiko

19世紀イギリス小説

17世紀英文学

2

アフリカ系アメリカ人、アフリカの文学・文化

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/english/
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渡部 桃子*1 [教授]

032

031

ドイツ語圏文化論

／ドイツ文学

国際文化コース

文化関係論専攻

German Cultures ／ German Language and Literature
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

高校および中学校一種・専修ドイツ語教員免許

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
首都大学東京大学院、日立物流、東芝、富士ゼロックス多摩、ブリジストンタイヤ・ジャパン、全労済、たき工房（広
告製作会社）、株式会社エムティーアイ（IT関連企業）、代々木ゼミナール、八王子市役所

ドイツ語圏文化論／ドイツ文学

ドイツ語圏文化論／ドイツ文学

学士（文学）、修士（文学）、博士（文学）

など

○近年の学位論文一覧（一部）
【卒業論文】

ドイツ語から世界を見てみよう！

「不安の時代におけるアニメーション作品̶現代におけるベンヤミンのアウラの概念の可能性̶」

ドイツ文化は、ドイツ、オーストリア、スイスなどに共通して使用されるドイツ語を介して、それらの地域に独

「Das doppelte Lottchen『ふたりのロッテ』の世界̶エーリヒ・ケストナーのユートピア」

特の色彩を育み、中世・近代以来、音楽、文学、思想を始めとしてあらゆる分野で個性的な担い手を輩出してきま

「ドイツのドイツ菓子、日本のドイツ菓子̶食材と歴史の違いがもたらすお菓子への影響を考える̶」

した。近代化に乗り遅れた後進国性という、日本と共通する問題を抱える一方、大戦後の経済復興、東西ドイツの

【修士論文】

分裂、再統一といった政治・社会的な激変から様々な影響を受けたドイツ文化は、その魅力と刺激をいっそう私た

「時代のザイスモグラフ̶1920年代エルンスト・ユンガーの〈新〉ナショナリズム̶」

ちに与えて止みません。

「戯曲『野性の人』を読み解く̶イディッシュ演劇の移り変わりを追って̶」

ドイツ文学教室では、ドイツ文化についての広範な教育・研究を目指しています。中世から現代にいたるまでの

「戦間期日本におけるナチス文化の受容とアンチ・アメリカニズム̶映画を例に̶」

ドイツ、オーストリア、スイスなどを対象とする文学研究、ドイツ語の歴史的研究、文化批評・メディア論も含む

【博士論文】

思想研究、美術史・音楽・身体芸術などの芸術文化研究という４つの領域を核としながら、領域横断的な文化研究

「不可能への挑戦̶アルノ・シュミットの作品を日本語化する際の諸問題̶」

に積極的に取り組んでいます。ドイツ語およびドイツ文化の深い理解と高度な知識に支えられた批判的な視野を
養うことを目標として、学生の自主性と創造性を重んじ、きめ細かな教育・指導を心がけています。
ドイツ語で書かれたもの、話されるものすべてを自分の研究テーマとして扱うことができます。自由に色々と
学びたい意欲的な学生を歓迎します。
は学部のみ）、ドイツ語の実際的な運用能力を高めることにも力を注いでいます。授業の大半は少人数のゼミ形式
で行われますので、アットホームな雰囲気で、ドイツ語やドイツ語圏の文化を学ぶことができます。

○所属教員

＊1……平成29年3月に定年退職予定の教員

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

ループレヒター，
ヴァルター *1 [教授]

古屋 裕一 [准教授]

山本 潤 [准教授]

Prof. RUPRECHTER, Walter

Associate Prof. FURUYA, Yuichi

Associate Prof. YAMAMOTO, Jun

20世紀ドイツ・オーストリア文学研究、および日・独・オース

ヴァルター・ベンヤミンやフランツ・カフカを中心とした、近

ドイツ中世語学・文学を研究。特に英雄叙事詩における書記

トリア文化交流史研究

現代のドイツ語思想、ドイツ語圏の文化を研究している。

性と口承性の問題・歴史意識を対象として扱う。

園田 みどり [教授]
Prof. SONODA, Midori
ドイツ文学、特に20世紀以降の現代ドイツ文学を、絵画・パ
フォーマンス芸術なども視野に入れつつ研究。

教室（研究室）のHPアドレス 〉〉http://www.comp.tmu.ac.jp/dokubun/
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ウィーン大学との交換留学制度があり、ネイティブスピーカーによる講義や会話の授業もあって（会話の授業

034

033

フランス語圏文化論

国際文化コース

／フランス文学

文化関係論専攻

French Cultures ／ French Language and Literature
○取得できる学位・資格

各資格には必要科目 (例：教員免許は教職科目）の単位取得が必要です。

●修士（文学）
●博士（文学）
●高校および中学校一種・専修フランス語教員免許

○近年の卒業生の進路・就職先（一部）
和歌山県庁、東京都特別区Ⅰ類、愛川町役場、日本生活協同組合連合会、富士ゼロックスインターフィールド、大

フランス語圏文化論／フランス文学

フランス語圏文化論／フランス文学

●学士（文学）

同生命保険株式会社、KIHACHI、日本香堂、日揮株式会社、京王百貨店、など

フランスの言語、文学､思想､芸術に触れて、新しい価値観を身につけよう。
フランスは､西欧文明の成熟のひとつの極であるとともに､常に新しい文化的試行の場でもあります｡フランス

○近年の学位論文一覧（一部）
【卒業論文】

語圏文化論教室は､長い歴史と厚みをもつこの重層的な文化を広い視野のもとに捉えるために､言語、文学､思想､

「フランス社会におけるPACSの役割とその意義」

芸術などさまざまな分野を学習・研究の対象にしています｡学部・大学院ともに､自由闊達な雰囲気の中､多様な

「オートクチュールの源流クチュリエ、フレデリック・ワースの業績」

テーマで講義や演習がおこなわれ、海外から研究者を招いてセミナーも開いています。短期・長期のフランス留学

「アルザスにおける帰属意識の変遷」

を通して、また交換留学で滞日するフランス人留学生との交流を通して、生きたフランス文化に触れる機会も豊

「マションが意味すること̶過去から現在、そして未来への永続に向けて」

富に提供されています。

「スラムという詩とフランスの教育問題」
「ジョルジュ・バタイユの『エロティシズムと死』について」

○所属教員

＊1……平成28年3月に定年退職予定の教員

＊2……平成29年3月に定年退職予定の教員

「サミュエル・ベケット『名付けえぬもの』から見出す言葉の可能性」
【修士論文】

石川 知広* [教授]

小川 定義 (兼任) [教授]

西山 雄二 [准教授]

「ジャック・デリダの現象学的存在論̶フッサール、ハイデガーとともに」

Prof. ISHIKAWA, Tomohiro

Prof. OGAWA, Sadayoshi

Associate Prof. NISHIYAMA, Yuji

17世紀フランス文学・思想

フランス語統語論

現代フランス文学・思想

「モリエール喜劇における召使の役割について」

大久保 康明*2 [教授]

藤原 真実 [教授]

Prof. OKUBO, Yasuaki

Prof. FUJIWARA, Mami

16世紀フランス文学、特にモンテーニュ

18世紀フランス文学

1

「ミシェル・ウェルベックにおける動物の問題」
「フランソワ・モーリアック『テレーズ・デスケルー』、
『夜の終わり』における神の救い」
【博士論文】
「レヴィナスのエコノミー̶正義と慈愛のあいだ」
「ミシュレと生命科学̶歴史・大地・科学」
「ギョーム・ポステル『世界の驚異』
（1553年）研究̶東西インドの発見と万物復元」

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

教室（研究室）のHPアドレス 〉
〉http://www.comp.tmu.ac.jp/fr/
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「媒体としての詩人̶コクトーの『オルフェ』をめぐる考察」

036

035

人社

Q&A

アクセスマップ
首都大学東京
南大沢キャンパス

みなさんが抱いている不安や疑問に
Q&A形式でお答えします。
人社
Q&A

Q1
A

首都大学東京は新しい大学と聞き
ましたが、学習環境は整っているの
でしょうか？

首都大学東京は都立の四つの大学を統合
して2005年に生まれました。人文・社会系
は1949年創立の東京都立大学人文学部を
母体としており、60年以上の歴史があります。東京
都立大学の人文学部は教育・研究ともに高い評価と
実績をもち、全国の大学に数多くの教員を送り込ん
できました。首都大学東京となってからも校舎や設
備は東京都立大学のものをそのまま使用しており
ます。首都大学東京の人文・社会系は教育と研究の
蓄積が十分にあり、最高の学習環境を有していま
す。各研究室の研究書庫にも豊富な蔵書、資料があ
りますから、安心して入学してください。詳しくは
2ページの「沿革と特色」をお読みください。

Q3
A

２年次から専門課程に進むと聞き
ま し た が、好 き な コ ー ス・分 野 に 進
めるのですか？

TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

事務職員の方々は
とても親切ですから、
何でも聞きにきて
ください

Q2
A

TOHO シネマズ南大沢

南大沢駅

至橋本

授業料や入学金について
教えてください。

授業料は大学も大学院も年額520,800円
で、これを前期・後期に分けて納入してい
た だ き ま す。入 学 金 は、東 京 都 民 は
141,000円で、都民外は282,000円となります
（平成
26年度実績）
。合計した初年度納入額は都民外で
802,800円
（東京都民：661,800円）
です。これだけだ
と私立大学と変わらないように見えますが、私立大
学の場合はこれ以外に教育環境整備費、教育充実料、
実習費など様々な名目で別途費用がかかり、初年度
納入金
（※）
は早稲田大学
（文）
が127万円、明治大学
（文）
が124万2900円、中 央 大 学（文）
が115万4800円
です。
（※金額はいずれも平成24年度入学生の場合）
本学は経済的に苦しい学生のための授業料免除制度
（全額免除、半額免除）
が充実しております。また各
種奨学金も取得することができます。学生寮も備え
ており、経済的負担を軽減することができます。安
い学費で一流の教育を受けられることが本学人文・
社会系の最大の長所と言えましょう。

Q4
A

池袋

就職状況について教えてください。

厚生労働省の発表した
「平成 25 年度
「大学
等卒業者の就職状況調査」
」
（2014年4月1
日現在）
によりますと、今春の大学卒業者
の就職率は 94.4％と前年同期比より 0.5 ポイント
上昇しました。人文・社会系の就職率は95.9％です
から、全国水準を上回っております。
人文・社会系卒業生、人文科学研究科修了生の具体
的な就職先や進路については、各教室のページをご
覧ください。

京王相模原線

至多摩センター

イトーヨーカドー

立川

新宿

首都大学東京南大沢キャンパス
南大沢
橋本

京王相模原線

JR横浜線

平成26年大学説明会
第1回
平成26年7月20日（日）
【人文・社会系ガイダンス】
10：00 〜 11：30 / 14：30 〜 16：00講堂大ホール
(同一内容で2回開催)
【模擬授業】
11：30 〜 12：30 講堂大ホール
【分野別個別相談会】
12：30 〜 14：30 5号館
【オープンラボ】
13：30 〜 16：00 5号館142室

平成26年大学院説明会
平成26年7月20日（日）
10：30 〜 12：00 本部棟大会議室
平成27年度博士前期課程 / 博士後期課程募集要項、
入試過去問題の配布
募集単位教室専任教員による個別相談

第2回

平成26年8月16日（土）
スケジュールは第1回と同じ

首都大学東京管理部文系学務課人文・社会系教務係
〒192−0397 東京都八王子市南大沢1−1
電話 (042)677−1111 (代)
平日 9：00 〜 12：00 / 13：30 〜 17：00 (土・日・祝日は休み)

首都大学東京ホームページ

http://www.tmu.ac.jp

人文・社会系ホームページ

http://www.hss.tmu.ac.jp

人文科学研究科ホームページ

http://www.hum.tmu.ac.jp

School of Humanities and Social Sciences / Graduate School of Humanities

２年次から所属するコース・分野は、１年次
の終わりまでに決定されます。本当に学び
たいことと、志望のミスマッチをなくすた
めに、10月と11月に分野・教室ごとのガイダンスが行
われています。各コースの分野ごとに定数が決まっ
ており、受け入れはその範囲内で行われます。希望者
が定員数を超えた分野は、成績による選抜がありま
す。第１志望が認められなかった学生の所属は、第２
志望〜第５志望によって決まります。１年次の成績
が悪いと、希望する分野に進めないこともあります。
入学後はがんばって勉強してください。

三井アウトレットパーク
多摩南大沢
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