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地域文化学科とは
教育文化学部の再編によって、2014 年に新しく誕生した学科です。

目的

地域

身に
つく力

社会科学や人文科学などの素養をもって、地域社会に貢献する人材を養成します。

ここでいう地域とは、秋田という特定の地域だけを指すものではありません。

日本における東北や関東地方、世界におけるアジア、ヨーロッパという様々なレベル

の地域を意味しています。

教室における社会科学や人文科学の学習に加え、地域に出て活動するフィールドワー

ク型の授業も展開し、自主性、協調性など地域に貢献する力を育てます。

社会科学

コアカリキュラム

（フィールドワー

ク型授業）

人文科学
生活科学、自然科学など
の諸科学

教
室

（
一
部
で
は
グ
ル
ー
プ
討

論
な
ど
の
ア
ク
テ
ィ
ブ

ラ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
）

地
域
に
出
て
、
地

域
の
方
々
と
共
に

活
動

地域で貢献するための専

門的知識

深く考える力

自分の考えを表現する力

課題を見出す力

主体的に行動する力

チームで働く力

地域に貢献する力

社会人基礎力

カリキュラムについて
・まず、地域の社会・文化を知るために幅広い分野の基礎知識を身につけます。

・次に社会科学系の「地域社会コース」か、人文科学系の「人間文化コース」を選択し、徐々

に専門性を高める授業を履修していきます。

・更に、髙い専門性を身につける「特定領域」の科目を修得します。

・これらで得た力を使い、卒業研究をおこないます。

教養教育
・初年次ゼミ

・主題別科目

・国際言語科目

・スポーツ文化科目

基礎教育科目
・人間形成論

・英語活用法

・情報処理入門

など

専門基礎科目
・地域学基礎

・地域振興論基礎

・外国語発展演習

など

基盤科目
・法律学概論

・経済学概論

・地域社会学概論

・日本文化基礎論

・国際文化理解

・芸術文化論

など

地域社会コース

基幹科目
・地方自治法

・社会学

・地域づくり論

など

人間文化コース

基幹科目
・日本史概論

・言語文化論

・地域文化論

など

特定領域科目

公共政策

生活科学

地域環境

日本文化

情報コミュニケーション

国際文化

心理実践

芸術文化

卒
業
研
究
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専門科目一覧
地
域
文
化
課
程
専
門
基
礎
科
目

秋田学基礎

地域学基礎

地域資源活用論

地域振興論基礎

地域統計学基礎

地域統計技法 

外国語発展演習Ⅰ～Ⅳ

地
域
文
化
課
程
基
盤
科
目

法律学概論

経済学概論

地域生活学概論

地域社会学概論

人間社会と生物学

情報科学概論 

情報発信技法

心理学概論

日本文化基礎論

国際文化理解

芸術文化論

地
域
社
会
コ
ー
ス
基
幹
科
目

地域社会基礎ゼミ 

地方自治法

政治学概論

地方自治論

マクロ経済学概論 

公共政策学概論 

国際経済論

環境計画論

社会学概論

社会学

環境社会学

芸術・文化と社会

住環境科学Ⅰ・Ⅱ

健康快適住宅論

生活素材論

衣生活消費論

地域食品健康論

健康栄養学

食生活論

食生活環境論（地域と食文化）

消費者教育論

地域マーケティング論

地誌学概論

現代社会論

社会調査論

地域づくり論

自然環境論

自然地学概論

人文地理学概論

メディアリテラシー

プレゼンテーション技法

情報化社会論

地域情報処理

コミュニケーション心理学演習 

教育臨床概論Ⅰ・Ⅱ

人
間
文
化
コ
ー
ス
基
幹
科
目

人間文化基礎ゼミ

環境歴史学概論

日本国家史論

日本史概論

交通文化史論

地域文化概論

地域文化論演習

古典文学概論

日本文学概論

日本文学論

日本語学概論

日本語文化論

言語学概論

言語コミュニケーション概論

東洋史概論

中国社会文化概論

韓国朝鮮研究入門

西洋史概論

西洋国家史概論

倫理学概論

西洋思想論（ヘブライズム）

哲学概論

地域比較文化論

言語文化論Ⅰ・Ⅱ

英語圏現代文化論

表象文化論

映像文化論Ⅰ・Ⅱ

芸術・文化と社会

芸術学概論

美術概論

音楽学概論

音楽文化論

公
共
政
策
領
域

行政法Ⅰ～Ⅲ

環境法

民法Ⅰ～Ⅲ

法律学判例演習Ⅰ～Ⅳ

行政学Ⅰ・Ⅱ

現代政治演習Ⅰ・Ⅱ

ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ

マクロ経済学

経済学演習Ⅰ・Ⅱ

公共政策学

環境政策演習Ⅰ・Ⅱ

社会学演習Ⅰ・Ⅱ

社会データ分析

公共政策外国書講読

　（政治学、社会学、環境政策）

生
活
科
学
領
域

生活科学基礎ゼミⅠ・Ⅱ

衣生活実践論

食生活資源論

住居学概論

子どもの食と栄養

栄養生化学特論

家庭経営学

ジェンダー論

家庭電気・機械

生活科学基礎演習

衣生活実験・演習Ⅰ・Ⅱ

食生活実験・演習Ⅰ・Ⅱ

住生活調査・演習Ⅰ・Ⅱ

地域食資源活用実験・演習

健康栄養学実験・演習

日
本
文
化
領
域

日本古代中世史演習Ⅰ～Ⅳ

日本史実習Ⅰ～Ⅳ

日本近世近代史演習Ⅰ～Ⅳ

日本文学論Ⅰ～Ⅳ

日本文学論演習Ⅰ～Ⅵ

日本語学Ⅰ・Ⅱ

日本語学演習Ⅰ～Ⅳ

美術文化論Ⅱ

音楽史Ⅱ

音楽学演習

国
際
文
化
領
域

東洋史Ⅰ～Ⅳ

アジア歴史文化論演習Ⅰ～Ⅳ

中国社会文化論Ⅰ～Ⅳ

中国社会文化論演習Ⅰ～Ⅳ

韓国朝鮮社会論

比較民俗文化論

韓国朝鮮研究文献講読Ⅰ・Ⅱ

日韓・日朝関係史Ⅰ・Ⅱ

西洋史文献講読Ⅰ～Ⅳ

西洋史演習Ⅰ・Ⅱ

現代思想Ⅰ・Ⅱ

思想演習Ⅰ・Ⅱ

西洋思想特論（ヘブライズム）

近現代哲学Ⅰ・Ⅱ

比較思想論Ⅰ・Ⅱ

欧米文化研究Ⅰ～Ⅳ

言語文化特論Ⅰ～Ⅲ

英文学概論

英語圏文化特論

英語圏文化演習

比較文化概論

北米文化史演習

北米文学概論

表象文化特論Ⅰ～Ⅲ

映像文化特論

美術文化論Ⅰ

造形文化論

音楽史Ⅰ

民族音楽学

言語学特論Ⅰ・Ⅱ

言語学研究

言語コミュニケーション特論Ⅰ・Ⅱ

言語コミュニケーション研究

芸
術
文
化
領
域

音楽史Ⅰ・Ⅱ

民族音楽学

音楽学演習

音楽通論

音楽社会学

指揮法

基礎声楽

声楽アンサンブル

ピアノⅠ

美術文化論Ⅰ・Ⅱ

造形文化論

美術演習

北欧工芸論

地域工芸比較演習

工芸材料演習

構成・デザイン論

構成・基礎造形

グラフィックデザイン演習Ⅰ

表象文化特論Ⅰ～Ⅲ

映像文化特論

英語圏文化演習

地
域
環
境
領
域

福祉社会論

水文学Ⅰ・Ⅱ

観光地域論

経済地理学

文化地理学

日本地誌

世界地誌

比較民俗論

環境データ分析

環境放射線学

環境化学

気象学概論

自然災害と防災教育

地域環境基礎実験実習Ⅰ・Ⅱ

地域統計分析演習

地域環境野外実験Ⅰ～Ⅵ

環境分析化学実験

防災教育実習

生物学フィールド実習

地域社会学演習

生態学演習

地理学演習

心
理
実
践
領
域

臨床心理学概論

基礎心理学Ⅰ・Ⅱ

心理統計法

心理学研究法演習Ⅰ～Ⅲ

教育心理学実習Ⅰ～Ⅲ

心理学基礎実験

心理学特殊実験

心理学特殊講義Ⅰ～Ⅶ

生徒の理解と指導

心理学特別演習

　（臨床ケーススタディ）

精神医学

情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域

インターネット活用技法Ⅰ・Ⅱ

プログラミング入門

プログラミング入門演習

プログラミング応用

地域データベース論

マルチメディア技法Ⅰ・Ⅱ

環境データ分析

コンピュータ支援デザイン演習

情報デザイン演習

特定領域

発展科目
地域連携プロジェクトゼミ　特定地域研究ゼミ　卒業研究プレゼミ　卒業研究
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地域社会コース

人間文化コース

社会科学の知識と手法
（法律学・行政学・経済学・社会学）

目指す人材のイメージ

環境科学

地理学生活科学

情報科学 心理学

コースの人材養成について

地域の課題分析

異文化理解・交流

文化に対する普遍

的な視点

地域の生活・資源
の発掘・再評価

○従来とは異なる生

活・産業および働き

方を提言できる人材

○新たな地域のあり方

を提言できる人材

○地域の文化的資源を

継承・創造・再生で

きる人材

○生涯教育の中核とな

る人材

目指す人材のイメージ

文学 文化論 芸術

歴史思想 言語学

秋田、日本、
世界（欧米、アジア）

知識の修得

入試について
・推薦Ⅰ（大学入試センター試験を課さない）　20 人（うち地域貢献枠＊ 5 人程度）

・前期日程　65 人

・後期日程　15 人
＊）地域貢献枠

　地域文化学科は地域に貢献する人材養成を目指しております。そこで、大学入学前から地域の方々と共に地域のために活動している人を積極的

に受け入れるために設けた募集枠です。地域貢献枠は受験生の地域貢献活動に関する面接（活動内容のプレゼンも含みます）と調査書で選考を行

います（書類としては活動の内容を記載する「地域貢献活動内容記載書」が必要です）。

　地域貢献活動の例としては、地域のボランティア団体に入っており、定期的に施設でお年寄りのお世話を行っている、地域のお祭りに自治会等

の単位で毎年参加している、地域で活動する吹奏楽団に入り、毎年地域のイベントで演奏している等です。

　ただし、次のような条件を満たす必要があります。

・地域貢献活動は個人ではなく地域の団体等に参加していること

・2 年以上継続しておこなっており、かつ、大学入学後もその活動、あるいはそれに関係した活動を継続すること（入学後、毎年、活動報告書を

提出していただきます。）

・2 年以上の活動を行っていることを証明するものがあること（団体等の責任者のサインや新聞記事など）

　詳しくは推薦入試学生募集要項をご覧ください。
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特定領域紹介

公共政策領域
担当教員： 荒井壮一、池村好道、和泉　浩、小野寺倫子、髙樋さち子、中澤俊輔

紹　介：公共政策領域は、法律学、経済学、政治学、行政学、公共政策学、社会学という社会科学の主要な学問分野の基礎

から最新の研究まで複合的に学ぶことのできる領域です。法律と経済を中心に、広く社会科学分野の知識と視点、方法を身

につけることで、社会や地域、環境、生活、文化等の問題について多角的な視点から考えることができ、社会的な問題（公

共的課題）の解決へ向けた具体的な提言や取り組みができる人材の育成を目的としています。

法律学の主な授業：法律学概論、地方自治法、行政法、民法、環境法、法律学判例演習

経済学の主な授業：経済学概論、マクロ経済学、ミクロ経済学、国際経済論、経済学演習

政治学・行政学の主な授業：政治学概論、地方自治論、行政学、現代政治演習

政策学系の主な授業：公共政策学概論、公共政策学、環境計画論、環境政策演習

社会学の主な授業：社会学概論、社会学、芸術・文化と社会、環境社会学、社会学演習

この他に英語等の文献を使用する外国書講読の授業が政治学、政策学、社会学にあります。

生活科学領域
担当教員： 池本　敦、石黒純一、西川竜二、長沼誠子（学校教育課程）

関連する資格：ファッションコーディネーター、カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーター、サプリメントア

ドバイザー

紹　介：地域に暮らす人々の生活の質（Quality of Life）の向上や、環境と調和した生活による持続可能な社会形成を目的とし、

主として衣・食・住・健康・消費の分野について、生活に関連する制度・文化・機能などを社会・人文・自然科学にまたが

り多面的・総合的に学びます。こうした生活者の視点を、地域住民の生活を支える行政や、商品・サービスを開発する企業

活動に取り入れていける人材の養成を目指しています。

　特に、調査や実習・実験により、実証的に学ぶことを重視しています。住環境に主眼をおいた住まい・まちづくり、生活

関連商品のデザイン、地域資源を活用した新商品の開発、流通・商談やマーケティング活動等、教員・学生ともに実際に多

くのプロジェクトに参加しています。「言うのとするのとでは大違い」で、当事者意識で行動することで初めて本質的な問題

点に気付き、実社会を知ることができます。「評論家目線による提言」よりも「行動して実践すること」に価値を感じる皆さ

んは、是非一緒に活動して学んでいきましょう。

地域環境領域
担当教員： 石沢真貴、植村円香、篠原秀一、成田憲二、林　武司

紹　介：この領域では，社会学や地理学，地誌学，生態学，水文学などの学問領域を横断的に学習して基礎知識を習得した

うえで，これらの視点から地域を調査・観察する実習や演習を段階的に行います。そして，卒業研究では，地域の様々な人

間活動や自然環境の特徴や課題を明らかにすることに取り組みます。これらの経験を通じて，地域を学際的・総合的に “ 診る ”

力を養うことができます。 

　教員の専門分野は様々ですが、現場に出て、「地域」を総合的にみる（診る、観る、見る）ことを重視して、領域学生を育

てていきます。

専門講義：地域社会学概論、生態学概論、地域づくり論、現代社会論、人文地理学概論、自然地理学概論、自然環境論、

　　　　　地誌学概論、福祉社会論、経済地理学、日本地誌、観光地域論、水文学Ⅰ ･ Ⅱ、環境データ分析ほか

実験 ･ 実習：地域環境基礎実験実習Ⅰ ･ Ⅱ、地域統計分析演習、地域環境野外実験Ⅰ～Ⅵ

専門演習：地域社会学演習、地理学演習、生態学演習

地域社会コース
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心理実践領域
担当教員： 柴田　健、宮野素子、北島正人

取得できる資格：認定心理士

関連する資格： 臨床心理士受験資格・学校心理士（いずれも大学院を修了することが必要）

紹　介：心理実践領域は，地域によって背景の異なる諸問題を、主に心理学の視点から探求することを目指します。心理学は，

人間の心を科学的なアプローチにより探求する学問です。人間は様々な側面を併せ持った複雑な存在であり，このような対

象を理解するためには幅広い視野と知識，自己のあり方への客観的かつ絶え間ない省察が必要になります。そこで，本領域

ではこの目的に資するため心理学の様々な領域について体系的かつ実践的に学びます。

情報コミュニケーション領域
担当教員： 上田晴彦、佐々木重雄、林　良雄

関連する資格： ＩＴパスポート、MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）

紹　介：この特定領域では ICT 技術を理解し、身につけることで、社会科学や人文科学での ICT の活用をすすめることがで

きる能力を培います。また、就職の際、IT 関連企業にも興味がある方にも役立ちます。内容は次のような授業を用意してい

ます。

・プログラミングに関連する授業　ICT を理解するうえで重要なプログラミングについて学びます。プロ

グラミングなんて、という方もいらっしゃるでしょうが、初学者向けでわかりやすい授業を行います。

・データベースに関連する授業　地域のデータを蓄積する方法を学びます。

・インターネットに関連する授業　今や我々の生活に入り込んでいるインターネットについて、理解し

ていきます。

・マルチメディアに関連する授業　コンピュータによる画像処理やコンピュータによるデザインを

学びます。

　本領域は他の領域と共に履修するとより強力なツールとなるでしょう。

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>
<meta charset="UTF-8" />

  <title> インターネット活用技法 </title>  

</head>

<body >

<h1> コアラ写真集 </h1>
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芸術文化領域
担当教員：佐々木千佳、（大西洋一、川東雅樹、辻野稔哉、中尾信一、長谷川章）

　（　）内は国際文化領域と共通です。

紹　介：

芸術文化領域では、音楽・美術・表象文化の観点から芸術について学びます。芸術は、音楽・美術だけでなく、舞台芸術や

映画、詩や文学作品など、古今東西を問わず常に文化の一端を担ってきました。視覚・聴覚から感情に直接訴える性質があり、

絶対的な正解はなく、様々な解釈が可能です。芸術の多様な表現方法を歴史的・美学的・文化論的・社会学的等から多角的

に理解し、発信・提言等によって地域文化に貢献する方法を学習します。

　音楽、美術の授業は講義系が中心ですが、音楽では指揮法、声楽、ピアノなど、美術では構成・基礎造形、グラフィック

デザイン演習、北欧文化論、地域工芸比較演習など、実技系の授業もあります。

国際文化領域
担当教員：上田由紀子、内田昌功、大西洋一、勝守真、川東雅樹、佐藤猛、高村竜平、立花希一、辻野稔哉、中尾信一、長谷川章、

　　羽田朝子、Emma Morita

紹　介：

　国際文化領域では、欧米、アジアを中心とした世界の文化について、文学、芸術、歴史、思想、言語等の人文科学的な観

点から学んでいきます（県内の４年制大学で世界の文化を体系的に学べるのは、本学科の国際文化領域に限られています）。

　また、外国語修得プログラム（英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、朝鮮語）と領域専門科目を有機的に連動させて、

外国語能力の実践的な向上も図ります。留学制度を活用すれば、さらに集中的に語学の力を伸ばすことも可能です。

　一方で、この領域では世界の文化を学ぶことと並行して、自分の暮らす地域や日本全体の文化のあり方についても考察を

重ねていき、最終的には、地域と世界の関係をグローバルな見地から把握できる人材の養成を目指します。

人間文化コース

日本文化領域
担当教員： 渡辺英夫、渡部育子、志立正知、大橋純一

紹　介：日本文化領域では、言語・歴史・文学・芸術をおもな観点として日本の文化を学びます。日本人は、弓なりの列島

と四季折々の風土の中でそれに即した独自の感性を培いつつ、一方で、アジアや欧米諸国との交流を通じ影響を受けながら、

日本固有の文化を形成してきました。また日本の各地にはそれぞれの地域性があり、そのひとつひとつに多様な歴史的・文

化的背景のあることがうかがえます。この領域では、世界の中の日本という視座をもちながら、日本の文化に実際に触れ、

その特色を理解する方法を学びます。またそうした学びを通じ、世界に向けた日本文化の発信と地域文化を継承・発展させ

るための知見を養います。
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　本学科ができた本年度は 103 名（1 名は留学生）入学しました。秋田県出身者が多いのですが、東北関東出身の学生もいます。

　まだ入学して 4 か月たち、大学生活にも慣れてきたところのようで、初めの緊張した表情が柔らかくなってきました。友人

もできてきたようで、授業以外では和気あいあいと過ごしています。

　もちろん、先輩たちは学業にもいそしんでいます。授業は個人の興味で科目を取る部分もありますが、次のような必修科目

を受けています。

○初年次ゼミ

　大学で学習する際に必要な基礎的技術（本や論文の検索法、学術的な文書の書き方等）を学ぶ授業です。

○語学

　英語やドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、朝鮮語から選択して学びます。

○情報処理入門

　コンピュータで文書作成、データ処理、プレゼンテーションを行う技術を学びます。

○秋田学基礎

　本学科ではフィールドワークを取り入れた授業を展開していますが、本学部の秋田学・白神学研究の蓄積を活かして、その

主なフィールドになる秋田県の地理、歴史、自然、政治、経済について知識を得る授業です。

○地域学基礎

　グループ単位で実際に地域に出て、その地域の人たちの協力を得ながら自分たちの力で一つのプロジェクトを行っていく、

フィールドワーク型授業の基礎です。年ごとに異なりますが、本年度は次のようなプロジェクトを行っています。

　・映画文化の歴史と現在　　　・大学周辺エリアの魅力　・地域らしさを探訪する　・町の記憶プロジェクト

　・歴史を学ぶことと書くこと　・外国語表記の調査　　　・あきたの食　　　　　　・食材を活用した地域おこし活動

　・小坂町の近代化遺産　　　　・100 キロマラソンエイドステーション　　　　　　・阿仁の町並み博物館

　課外活動としては 6 月 7 日に新入生オリエンテーションでバスに乗り、秋田県立博物館の見学を行いました。約 90 名が参加

し、秋田の文化や歴史、自然を楽しく学ぶとともに親睦を深めました。当日は天気もよく、近くの博物館附属の奈良家住宅に

も歩いていく学生たちもいました。

　大学が企画する地域との連携プロジェクトへの参加者もいます。例えば、教育推進センター ACEP が企画した ” ハピネッツ

応援グッズプロジェクト ”（ハピネッツとはプロバスケットボール bj リーグの秋田を本拠地とするチーム）に 5 人が参加し、9

月のプレシーズンマッチでの販売を目指し、活動しています。

先輩たちは今

先輩たちの声
まだ、入学して４か月程度ですが、先輩の皆さんの感想を聞いてみました。

　私は地域文化学科で日本、世界問わず様々な

地域の問題を知り、問題解決のスキルを身に着

けたいと思っています。学科では通年「秋田」

というローカルな視点と「世界」というグロー

バルな視点で地域を学ぶことができます。また、

地域に関する授業以外の幅広い教養科目を多く

履修することができます。さらに、座学以外に

地域と連携して活動する機会も多くあります。

私は秋田県のバスケットボールチーム「ノーザ

ンハピネッツ」と秋田大学がコラボして作る T

シャツ製作プロジェクトの参加や、高齢地域へ

の現地調査などを行っています。地域と連携す

る活動を通して社会性、コミュニケーション能

力、主体性、協調性を身に着けることができま

した。また、秋田の NPO のつながりでカンボジ

ア滞在のジャーナリストの元に行くことができ

ました。このように、秋田という地域と人との

繋がりで世界にもアクセスできます。地域文化

の特色を生かし自ら学ぶ姿勢で何にでも挑戦し

たいと想います。この姿勢で自分自身の可能性

は広げ、夢に向けてまい進していきます。

　　　　　　　　　　　　　　( 篠田恭介さん）

　私は秋田大学で第二外国語として、ロシア語

を学んでいます。私がロシア語を学ぼうと思っ

たきっかけは、高校２年生のときにロシアに旅

行にいったことから、ロシアの文化や、ロシア

の記号のような文字を読んでみたい、話してみ

たい、と考えたからです。秋田大学ではロシア

語を学ぶことができると知り、大学に入ったら

ロシア語を学ぼうと決めていました。ロシア語

は、ほぼ全員が一から学ぶことができるので、

理解力が違ってくると思います。また授業では、

ロシアは映画文化が盛んなので、ロシア映画を

観ることもでき、文化についても興味をもつこ

とができます。秋田大学で皆さんもロシア語を

学んでみませんか？　( 舛屋なぎささん )

　私が秋田大学で 1 番楽しんでいることは大学

で行われる講義です。秋田大学では講義の中で

秋田県について考える機会が多く設けられてお

り、それらは私たちに見慣れた世界を一変させ

る新鮮な驚きと、知識という力を与えてくれま

す。秋田大学での学びは私にとっては賑やかに

鼓舞する声、そして未来を作り上げる糧になっ

ています。魅力ある講義とそれを作り上げる多

くの先生や仲間たちと共に秋田大学で学べるこ

とを今はただ感謝しています。( 田口明李さん）
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担当教員紹介
池村 好道（いけむら　よしみち）
専門： 法律学（行政法）

特定領域：公共政策領域

担当科目：日本国憲法、現代社会と法、地方自治法

行政法ⅠⅡⅢ、法律学判例演習（行政法）ⅠⅡ、

教養ゼミナール―人権の現代的諸相

メッセージ：専門は「憲法」及び「行政法」です。「憲法」

については比較的イメージし易く、「行政法」につい

ては馴染みが薄いものと思いますが、アバウトには、

「憲法」を具体化したものが「行政法」であると捉え

て下さい。例えば「憲法」では営業の自由のような

経済的自由権の保障を扱い、「行政法」では、具体的

な営業許可の申請があった場合の申請拒否の適否を

論じます。「憲法」も「行政法」も私たちの生活と実

に密接に結びつき、また、公務員試験には必須の領

域でもありますので、事例を踏まえて、楽しく且つ

必死になって学びましょう。

荒井壮一（あらい　そういち）
専門： 経済学

特定領域：公共政策領域

担当科目：現代社会と経済（経済学的な考え方や、
日本経済の歴史などについて学びます）、経済学概
論（日本の財政問題、国際貿易などについて学びま
す）、マクロ経済学概論（マクロ経済学の基礎と、経
済政策の役割などについて学びます）、マクロ経済学

（主にケインジアンのマクロ経済モデルなどを学びま
す）、ミクロ経済学（市場における価格決定メカニズ
ムや、政府の役割について学びます）、経済学演習Ⅰ
Ⅱ

メッセージ：経済学と聞くと、「学問の癖にお金儲け

のことしか考えていないのか」などと思ってしまう

かもしれませんが、それは誤解です。世の中には「お

金では得られない」とされるものが数多くあります

が、それを獲得するために必要なのが、実はお金だっ

たりします。経済学は、あらゆる社会活動の土台と

なる、お金に関する領域について考えるための学問

です。

小野寺倫子（おのでら　みちこ）
専門： 法律学（民法）

特定領域：公共政策領域

担当科目：日本国憲法、くらしと法、法律学概論、
民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、法律学演習Ⅲ・Ⅳ、環境法

メッセージ：専攻は民法ですが、環境法も研究の対

象としています。民法では、契約、不法行為（損害

賠償）、家族など、対等な個人同士を基本とする市民

社会のルールを学びます。環境法では、法による環

境の保護のためのルールについて学びます。理系で

はなくても、環境問題にかかわることは可能なので

す。民法が、ローマ法以来の伝統を有しているのに

対し、環境法は、環境問題という時代の要請によっ

て生まれた新しい法学の領域です。しかし、どちら

も現代の市民社会と深くかかわる法分野です。

西川竜二（にしかわ　りょうじ）
専門： 建築環境学、住環境教育、住生活科学

特定領域：生活科学領域

担当科目：「自然環境と住まい－建築環境学入門－」、

「地域生活学概論（共同）」、「住環境科学Ⅰ（環境共

生住居論）」、「住環境科学Ⅱ（住環境と健康）」、「住

居学概論」、「住生活調査・演習Ⅰ（冬季・室内環境）」、

「住生活調査・演習Ⅱ（夏季・地域環境）」

メッセージ：住まいなどの建築環境や都市環境・景

観と、そこでの人の振る舞いが学びと研究のフィー

ルドです。私たち現代人は 1 日の 8 割を建物内の環

境で過ごし、その空間・環境により健康・居心地・

仕事の能率やコミュニケーション・プライバシーな

どの生活の質が違ってきます。居住環境と健康・快適、

自然や社会環境と共生する住まい・ライフスタイル、

住宅問題と住宅施策などに興味があり、調査・実習

で体験・感覚を通じて実際的に学び、それを地域の

企業・行政・教育等のサービスに活かしたい人を待っ

ています。

髙樋さち子（たかひ　さちこ）
専門： 公共政策学

特定領域：公共政策領域

担当科目：公共政策学概論（公共政策学基礎となる

授業）、環境計画論・環境政策演習（公的部門で起き

ている環境問題を取り上げ、都市計画を含めて解決

方法を扱います）、公共政策学 ( 政策の目的、課題設

定・立案・実施・評価の一連の決定過程について事

例を取り上げます )、国際経済論 ( 国際的な経済現象

を理論から有効な政策手段を扱います )、公共政策外

国書講読（英語の本を読みます）教養基礎教育：マ

クロ経済学入門 ( 初級レベルのマクロ経済学理論と

新聞や雑誌で報道される経済記事を扱います )

メッセージ：公共政策学では公共部門でのリスクや

不確実性を伴う環境における意思決定という側面か

ら「身近な問題」を研究対象とします。公共部門で

のインターンシップも含めて自分自身で直接問題を

見て聞いて行動してください。

和泉　浩（いずみ　ひろし）
専門： 社会学

特定領域：公共政策領域

担当科目：社会学概論（社会学の基礎となる授業）、

社会学（メディア、ジェンダー、権力などについて

扱います）、芸術・文化と社会、環境社会学（環境問

題やまちなみ、観光について扱います）、社会学演習

ⅠⅡ、公共政策外国書講読（英語などの本を読みま

す）、音楽社会学、社会と地域－都市社会学（都市や

地域、国家、消費社会、グローバル化などについて

扱います）、教養ゼミナールー医療社会学（健康、病

気、生命倫理などについて扱います）など。

メッセージ：社会学では社会のさまざまな現象や問

題を研究の対象にします。社会学に関心のある方は

インターネットで、「自分の好きなこと」（「好きなも

の」「気になっていること」）と「社会学」で検索し

てみてください。学校や進学、部活動、恋愛、いじ

めなど、あらゆるものを研究する社会学があります。

池本　敦（いけもと　あつし）
専門： 栄養生化学、食環境学（地域食資源の活用）

特定領域：生活科学領域

担当科目：地域資源活用論、地域食品健康論、健康
栄養学、子どもの食と栄養、栄養生化学特論、地域
食資源活用実験・演習、健康栄養学実験・演習

メッセージ：秋田に特徴的な食資源を活用する地域

貢献活動を行っています。特に健康食品や化粧品、

薬の開発につながるような、成分や素材の付加価値

を高める研究が専門です。地域フィールドに出て、

生産者・企業・自治体と産学官連携活動を実際に行っ

ています。机上の学習だけでなく、リアルなプロジェ

クトに参加することで、多くの学びが得られますの

で、一緒に頑張ってくれる学生の皆さんを待望して

います。

中澤俊輔　（なかざわ　しゅんすけ）
専門：政治学（日本政治外交史）

特定領域：公共政策領域

担当科目：現代社会と政治、地方自治論、政治学概論、

行政学Ⅰ・Ⅱ、公共政策外国書講読（政治学）、現代

政治演習Ⅰ・Ⅱ

メッセージ：人びとが社会をつくり生活を営む上で、

政治は重要な役割を果たしています。また、政治の

決定は時に重大な結果をもたらします。私たちを取

り巻く政治についての考え方を学ぶことが、政治学

の目的です。政治学には様々な方法があり、観察す

る対象も個人、集団、地域、国家、世界と様々です。

私は近現代の日本の政治と外交について研究してい

ます。歴史を学ぶことは、今の政治を考えるための

ヒントを与えてくれます。よろしくお願いします。

石沢真貴（いしざわ　まき）
専門： 地域社会学

特定領域：地域環境領域

担当科目：地域社会学概論、社会調査論、現代社会論、

福祉社会論、地域社会学演習、地域環境野外実験Ⅱ、

地域環境基礎実験実習Ⅰ・Ⅱ等

メッセージ：複雑で多様な現実社会を捉えるために、

社会学は様々な調査方法を用いて研究をします。そ

のなかで、私たちが暮らしている身近な地域の出来

事を題材に、具体的事例を研究することもまた一つ

の方法です。「足元」の地域コミュニティに関心をも

つことから出発し、グローバルな社会全体について

想像し考察していくこともできます。現実社会との

接点を体感しながら学ぶことは、社会学だけでなく

社会現象を研究する社会科学全般の知識を深めてい

くことにもつながると思います。
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成田憲二（なりた　けんじ）
専門： 植物生態学、環境科学

特定領域：地域環境領域

担当科目：生態学概論、自然環境論、環境データ分析、

生態学演習、地域環境基礎実験実習Ⅰ・III、地域環

境野外実験Ⅰ・III 等

メッセージ：私たちには自然について知らない事が

たくさんあります。また、現在の地域の諸問題、環

境問題にはフィールド研究にしか解決できない事が

たくさんあります。秋田の豊かな自然をフィールド

に植物を中心に様々な生物の生態とその生息環境に

ついて調査を行ない、自然環境の現状やその利用に

ついて学びます。特に高山や河川などの自然環境で

の活動に必要なノウハウをはじめとし、野外でどの

ように測定・調査し得られたデータをどのように分

析するかといったことを基礎から学ぶ事ができます。

佐々木重雄（ささき　しげお）
専門： 情報科学（プログラミング言語）

特定領域：情報コミュニケーション領域

担当科目：プログラミング入門，情報処理入門，統

計技法，インターネット活用技法等

メッセージ：コンピュータやインターネットを便利

で快適に使うための手法に取り組んでいます。コン

ピュータにかかわる産業は，利用者や企業内の要求

とコンピュータにできることとの間をとりもち，い

かに顧客の潜在的な要望を実現するかを勝負してお

り，実のところ，かなり人間臭い仕事が多いです。

未来の夢を叶えるための腕を磨いていきましょう。

林　武司（はやし　たけし）
専門： 水文学 ・自然地理学

特定領域：地域環境領域

担当科目：水文学Ⅰ・Ⅱ，自然地理学概論，地域環

境野外実験Ⅰ・Ⅳ，地域環境基礎実験実習Ⅰ・Ⅱ，

地域統計分析演習，地理学演習等

メッセージ：文系・理系という括りにとらわれず、

双方を含む総合知を養い、地域と世界のつながりを

考えられる力を磨いて下さい。例えば水文学が扱う

“ 水 ” は、地球を特徴づける環境要素の１つであり、

また私たちにとって不可欠な資源でもあります。こ

のため水を介して、自然環境の特徴だけでなく、文

化や経済など社会の様々な側面を地域～グローバル

スケールで理解することができます。また自然地理

学では、地球の諸環境と人間活動との相互作用を理

解することで、環境問題や資源・エネルギー問題な

どについて考え、行動できる能力（環境リテラシー）

を養うことができます。

上田晴彦（うえだ　はるひこ）
専門： 情報科学、科学コミュニケーション

特定領域：情報コミュニケーション領域

担当科目：情報処理入門、プレゼンテーション技法、

地域統計技法等

メッセージ：私はコミュニケーション、特に科学コ

ミュニケーションに ICT 技術を取り入れることに興

味を持っています。具体的にはサイエンスカフェや

科学イベント等でインターネット望遠鏡と呼ばれる

装置を利用して、コミュニケーションを促進するこ

とを主な研究分野にしています。私と一緒に、ICT

技術とコミュニケーションについて学んでいきませ

んか。

北島正人（きたじま　まさと）
専門： 臨床心理学（力動臨床心理学）

特定領域：心理実践領域

担当科目： 心理学概論，臨床心理学概論，教育臨床

概論 等

メッセージ：心理学は人の心の仕組みを探求したり

修復したりするだけではなく、社会や集団の一員と

して円滑に過ごす上で重要なピースとして役立って

くれることがあります。

ここでは心理学の基礎を築きながら、さらに人や社

会に応用される心理学についても深く学んでいくこ

とができます。

健康な心を養いながら、心

理学について我々と一緒に

考えていきましょう。

林　良雄　（はやし　よしお）
専門： 情報科学

特定領域：情報コミュニケーション領域

担当科目：情報処理入門、地域統計学基礎、地域デー

タベース論、マルチメディア技法等

メッセージ：ICT 技術はあらゆるところで利用され

ています。社会科学、人文科学という文系と呼ばれ

る領域でも例外ではありません。私は、この ICT 技

術を主に人文科学で応用することを中心に研究を

行っています。特に、地域の文化遺産を、画像デー

タを含めてデータベース化することに興味を持って

い ま す。 コ ン ピ ュ ー タ 関

係の授業を担当しています

が、コンピュータと聞くと

すぐに拒否反応を示す方は

少なくありません。そのよ

うな方でも親しみの持てる

授業を展開するつもりです

ので、宜しくお願いします。秋田の方言分布

篠原秀一（しのはら　しゅういち）
専門： 地誌学、水産地理学（人文地理学）

特定領域：地域環境領域

担当科目：地誌学概論、人文地理学概論、経済地理
学、　文化地理学、日本地誌、世界地誌、地理学演習、
地域環境基礎実験実習Ⅰ・Ⅱ、地域環境野外実験Ⅰ
･ Ⅴ・Ⅵ、地域連携プロジェクトゼミ等

メッセージ：地域環境領域では社会 ･ 人文 ･ 自然系

の地域研究を幅広くも奥深くも学べます。具体的な

地域調査情報に基づいてその地域の将来を現場に即

して考えたい人、おじさんおばさんから話を聞いた

り、自分なりの観察も含めて様々な地域について見

聞を広めたい人には、その学術的研究の基礎を提供

します。私自身は水産地誌 ･ 地理学を主たる専門分

野としますが、より一般的な地域研究の立場から、

学生達の学習 ･ 研究を補助します

植村円香　（うえむら　まどか）
専門： 人文地理学、経済地理学

特定領域：地域環境領域

担当科目：地域づくり論、地域振興論基礎

メッセージ：高校までの地理といえば、国名や地名

の暗記科目という印象があるのではないでしょうか。

大学では、地域に生起する様々な問題と向き合い、

どのような解決方法があるかを、みなさんと考える

ことを目標としています。どの地域にもあてはまる

万能な政策や答えはありません。一緒に地域につい

て考えましょう。

柴田　健（しばた　けん）
専門： 臨床心理学

（ブリーフセラピー，家族療法，子どもの EMDR）

特定領域：心理実践領域

担当科目：心理学Ⅱ B，心理学特殊講Ⅱ（家族心理学）
等

メッセージ：心理療法が効果的であるとき，セラピ

ストとクライエントの間には何が起きているので

しょうか。また，心理療法が効果的であるためには，

セラピストは何をすれば良いのでしょうか。これら

のことについて，ブリーフセラピー（短期療法）や

家族療法などの視点を通して，実践的に研究してい

ます。

　大学での学びは，主体的に学ぶことが重視されま

す。我々の周囲を取り巻くあらゆる事象に対して，

常に「ちょっと待てよ」とか「これって本当かな」

と考えるセンサーを働かせてください。そうすれば

きっと新しい世界が見えてくるはずです。一緒に頑

張りましょう！
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渡部育子（わたなべ　いくこ）
専門： 日本古代史

（律令国家地方行政機構の研究、女性天皇の研

究、古代出羽国・秋田の研究など）

特定領域：日本文化領域

担当科目：日本国家史論、環境歴史学概論、演習、

実習等

メッセージ：歴史は、研究が深化することによって

書き換えられます。木簡や遺跡など、新たな資料の

発見にワクワクすることもめずらしくはありません。

　大化改新詔の信憑性をめぐる郡評論争にいちおう

の決着をつけたのは藤原宮跡出土の木簡です。高等

学校日本史Ｂの教科書に「評は大化改新以降、大宝

令施行までの地方行政組織」という内容が書かれる

ようになりました。

　秋田県内では、2011 年、にかほ市清水尻Ⅱ遺跡で

9 世紀の道路遺構が発見され、由理柵の謎が解き明

かされる可能性が見えてきました。

一緒に日本古代史研究をしてみませんか。

渡辺英夫（わたなべ　ひでお）
専門： 日本近世史

特定領域：日本文化領域

担当科目：日本史概論・日本近世近代史演習・日本

近世近代史実習等

メッセージ：大学の日本史では、歴史を覚えるので

はなく、歴史の原典を読み解く方法を身につけ、当

時の社会をリアルに感じ取る醍醐味を味わって欲し

いと思います。

宮野素子（みやの　もとこ）
専門： ユング心理学　 臨床心理学　精神療法

特定領域：心理実践領域

担当科目：心理学概論　臨床心理学概論　心理学特

殊講義Ⅴ（対人理解の心理学）　生徒の理解と指導　

心理学研究法演習Ⅱ

メッセージ：目に見える現象から、見ることのでき

ないひとの心の無限の広がりと奥行きへと足を踏み

入れる面白さを体感してください。

志立正知（しだち　まさとも）　
専門： 日本文学・日本文化

　　　（中世軍記を中心とした古典・地域伝承）

特定領域：日本文化領域

担当科目：地域文化論、日本文学（古典文学）等

メッセージ：秋田には数多くの地域伝承が今なお息

づいています。小野小町（湯沢）、錦木塚（鹿角）、

西行・北条時頼（象潟）、源義家（横手）など、その

多くは古典世界と深く結びついています。古典世界

と地域文化、一見異なる二つの世界を視野に入れな

がら、日本と地域の問題について一緒に考えてみま

せんか。

内田 昌功（うちだ 　まさのり）
専門： 中国史

特定領域：国際文化領域

担当科目：東洋史、アジア歴史文化論演習、中国語

等

メッセージ：中国は日本にとって歴史的に深い関係

があるだけでなく、現在においても、近隣国として、

また最大の貿易相手国として、政治的にも経済的に

も最も重要な国の一つです。グローバル化の進展と

中 国 経 済 の 拡 大 の 中 で、

こうした状況はますます

強まってきています。大

学では、中国の歴史や社

会・文化、また言語につ

いて学びながら、これか

らの日本と中国の関係や

アジアについても考えて

ほしいと思います。
中国ハルビンでの研修

大橋純一（おおはし　じゅんいち）
専門： 日本語学

特定領域：日本文化領域

担当科目：日本語学概論、日本語文化論、日本語学、

日本語学演習等

メッセージ：日常の言葉には様々な何故や不思議が

潜んでいます。それらを追究することの “ おもしろ

さ ” や研究としての “ やりがい ” を是非体感しても

らいたいと思っています。

上田由紀子（うえだ　ゆきこ）
専門： 理論言語学・英語学

特定領域：国際文化領域

担当科目：言語学概論、言語学特論、言語学研究等

メッセージ：言語学は、哲学や文学と並んで伝統的
にある学問分野です。高校までは語学としての英語
しか見ていませんから、言語学は皆さんにとっては
未知の学問領域となります。特に、私の専門分野の
理論言語学（統語論）は、様々な言語のデータ（英語、
日本語、韓国語、スペイン語、ギリシア語、フラン
ス語，アフリカの言語など）を観察しながら、人間
言語の普遍的なことばの仕組みを明らかにすること
を試みます。また、データ観察から、それを一般化
し、仮説を立て、その仮説の妥当性を経験的な証拠
をあげながら検証するという学
問的な思考過程を徹底的に学び
ます。私たちにとって最も身近
な「ことば」を資料に使いなが
ら、論理的に物事を思考する楽
しみと喜びを共に味わいましょ
う。これが理論言語学の醍醐味
でもあります。

大西洋一（おおにし　よういち）
専門： イギリス文学・文化

特定領域：国際文化領域

担当科目：英語圏現代文化論、言語文化特論 I・II

表象文化特論 I 等

メッセージ：授業では、イギリスの社会と文化の理

解を目指し、英語のテクストや様々な表象文化を読

み解いています。扱うテーマは、イギリスにおける

多文化、階級、地域間格差など様々ですが、常に私

の専門である演劇との関連を考えながら授業を展開

しています。イギリスでは演劇文化がしっかりと街

に根付き、歴史と文化と社会の様々な側面が劇場で

演じられ、そして何よりも人々が大いに演劇を楽し

んでいます。イギリス文化の

「柱」であり、イギリス社会を

見渡すための重要な「窓」であ

る演劇を通じて、一緒にイギリ

スを学びましょう。

勝守　真（かつもり　まこと）
専門： 科学史・科学哲学、現代哲学

特定領域：国際文化領域

担当科目：科学史・科学哲学、哲学概論、近現代哲学、

比較思想論等

メッセージ：読み、考え、論じるのが好きな人、大

歓迎です。
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中尾信一（なかお　しんいち）
専門：  アメリカ文学・アメリカ映画・批評理論

特定領域：国際文化領域

担当科目：：映像文化論、言語文化特論、映像文化

特論等

メッセージ：「文化」は私たちの周りに空気のように
存在しているように見えますが、それは何の前提も
なく突然現われたものではなく、それを生み出した

「社会」の思考様式やシステムを何らかの形で反映し
たものです。またそれは、変化と継承の積み重ねと
いう「歴史」を持っています。私たちはその「文化」
の力に否応なく拘束されているので、「文化」につい
て知ることは必然的に自分自身について知るという
ことになります。その一方で、私たちは自分たちで

「文化」を変化させ創造する力も持っています。「文化」
は常に流動的で、決して単一の価値観で割り切るこ
とができないものです。主にアメリカ合衆国の文学
と映画という「文化的表現」についての知識やその
背景についての教養を身につけるとともに、それを
批判的に見る力、さらには自分たちで「文化」を創
造していく力を獲得していきましょう。

羽田朝子　（はねだ　あさこ）
専門：  中国文学

特定領域：国際文化領域

担当科目：中国社会文化概論、中国社会文化論、中国社

会文化論演習、中国語等

メッセージ：中国は最も近い隣国であることから、

私たち日本人は古くから深い関わりを持ってきまし

た。しかし近現代の中国となると、皆さんは断片的

なイメージしか持っていないのではないでしょうか。

私の授業では、小説や映画といった文学作品を読み

解くことで、近現代の中国社会や文化に対して理解

を深めます。また台湾や東南アジアといった地域や、

女性史の視点からもアプローチし、多様な中国の姿

を浮かび上がらせます。特に日本との関係にもこだ

わり、現在の日中間の問題を解決する手がかりを模

索したいと考えています。異文化を理解し、それを

尊重した上で、自分の考えを発信する――そんな国

際的視野を持てるよう、ともに学んでいきましょう。

髙村竜平（たかむら　りょうへい）
専門： 文化人類学・朝鮮近現代史

特定領域：国際文化領域

担当科目：韓国朝鮮研究入門、韓国朝鮮社会論、比

較民俗文化論、日韓・日朝関係史、朝鮮語等

メッセージ：韓国や朝鮮に関して現在の日本では、

政治的なできごとがニュースになる一方で、歌謡曲・

ドラマなどの分野での「韓流」現象が起こるという、

いずれも極端な情報が氾濫しています。それに対し

て私は、人びとの日常生活に注目して研究していま

す。もちろん、政治経済やメディア文化も授業の中

で取り上げますが、普通の人びとの日常生活から韓

国・朝鮮を考えることで、それまでとは異なった見

方ができるはずと考えています。もちろん、そのもっ

ともよい方法は実際に住んでみること、つまり留学

です。せっかくの大学生活の間に、一度は外に出て

みませんか。

辻野稔哉（つじの　としや）　
専門： フランス文学・文化、映画論

特定領域：国際文化領域

担当科目：フランス語、言語文化論、映像文化論、

欧米文化研究等

メッセージ：１９，２０世紀のフランス文学を中心に、

豊かなフランス文化の様々な側面を勉強しています。

また、映画というものを多角的に捉え、その歴史と

現状、そして未来について授業で考えていくつもり

です。高校生のみなさん、人間文化コースでぜひ一

緒に勉強しましょう！

長谷川　章　（はせがわ　あきら）　
専門： ロシア文学、ロシア映画史

特定領域：国際文化領域

担当科目：ロシア語Ⅰ・Ⅱ、ロシア語活用法、地域

比較文化論、映像文化特論等

メッセージ：自分が暮らす狭い地域にとらわれず、

はるかに広大な世界について学ぶことは、いかにも

大学らしいワクワクするような体験だと思います。

私の専門は「近くて遠い国」ロシア。日本でほとん

ど知られていない、この地域の文化・芸術は驚くほ

どの刺激にあふれ、それまでの世界観が一変するこ

と請け合いです。これを読んでいるみなさんが人間

文化コースに入ることがあれば、ぜひ一緒に隣国ロ

シアの魅力（と矛盾）について学びながら、地域と

世界を結ぶ方法を探っていきたいと考えています。

立花希一（たちばな　きいち）
専門： 批判的合理主義、ヘブライズム

特定領域：国際文化領域

担当科目：倫理学概論、西洋思想論（ヘブライズム）、

現代思想等

メッセージ：倫理的問題は、例えば、臓器提供に関

する意思表示が各人に求められているように、日常

生活のいろいろな場面で必ず直面するものです。そ

の回答は一義的に決まっておらず、各人が熟慮し自

分で責任をもって判断するものです。その意味では、

誰もが多かれ少なかれ倫理学者といえるでしょう。

川東雅樹（かわひがし　まさき）
専門： ドイツ文学、ヨーロッパ文化

特定領域：国際文化領域

担当科目：言語文化論、表象文化論、欧米文化研究、

ドイツ語Ⅰ・Ⅱ、ドイツ語活用法等

メッセージ：メッセージ：若い人が知りたいことや

叶えたいことの大きさに比べれば、わたしたち大学

の人間が提供できるものはたかがしれています。で

きることは、その希望や志を絶やさないように、ま

わりを取り囲んで、知識やアイデアの太鼓や鐘を打

ち鳴らし、囃し立て、励ますくらいでしょうか。自

分の無力に気づいて、今ある自分を変えたいと思う

気持ちがあれば、学ぶにふさわしい場所はおのずと

目の前に現れるでしょう。それがわたしたちのいる

大学であれば嬉しいことです。門をたたいてくれる

なら、大歓迎します。

佐藤　猛（さとう　たけし）
専門：ヨーロッパ中世史

　　　（とくに中世後期のフランス王国史）

特定領域：国際文化領域

担当科目：西洋史概論、西洋史演習、西洋史

メッセージ：中世のフランス王国では、王家の直轄

領が拡大され、また裁判や税制など王の諸制度が整

備されることで、王権を中心とした国家形成が進み

ます。しかし一方で、固有の歴史と文化を有する地

域もまた生き生きとした個性をもち、それらは諸侯

を中心とする大貴族によって治められていました。

こうした王と大貴族の関係やそこから浮かび上がる

当時の国家のあり方を学ぶことは、私たちが生きる

日本やそのなかの多様な地域文化を見直すきっかけ

になるかもしれません。

MORITA EMMA（もりた　えま）
専門：  一般言語学、文化記号論、テクスト類型論・

意味論

特定領域：国際文化領域

担当科目：言語コミュニケーション特論、言語コミュニ

ケーション研究等

メッセージ：意味が創造される現象に興味はありま

せんか。様々なことば、それぞれの言葉の背景にあ

る文化的な視点から、意味が生まれる過程をこれま

で皆さん方が知らない概念を使って、紹介します。

企業や自治体が出す広告なども題材に使いますから、

興味がある人を歓迎します。
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佐々木千佳（ささき　ちか）
専門： 美学・美術史 ( 西洋美術史 ) 

特定領域：芸術文化領域

担当科目：芸術学概論、美術概論、美術文化論Ⅰ・Ⅱ、

造形文化論、美術演習等

メッセージ：15 世紀から 16 世紀のイタリア・ルネ
サンス期のヴェネツィア絵画史を中心に研究してい
ます。美術史を勉強する面白さには、作品を美的な
対象として鑑賞することはもちろんですが、それが
制作された環境で本来担っていた意味や役割を当時
の社会や美術家たちの意識、思想等と結びつけて読
み解いていく醍醐味があります。美術の歴史や美術
批評、美術理論、興味を持つのは古いものでも新し
いものでも構いません、自分の関心の芽生えを大切

に古今東西の芸術に多方面からア
プローチしてみましょう。



２０１４年８月１日作成

地域文化学科


