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比較文化学類HP
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でも随時、情報を公開しております。
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自分の好奇心を探求していく！
比較文化学類で
何を学ぶか
世界へと開かれた窓 
語学教育・国際交流・留学
視野を世界へ
比文らしく 自分らしく
4 年間をどう過ごす？
入学から卒業まで
年間スケジュール
比文らしく、自分らしく
卒業論文

比較文化学類  17 コースへの招待
［地域文化研究領野］

日本・アジア領域
日本文学コース 
日本研究コース 
中国文学コース 
アジア研究コース 
英米・ヨーロッパ領域
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ドイツ語圏文学・文化コース
フランス語圏文学・文化コース
欧米研究コース 
フィールド文化領域
文化人類学コース
文化地理学コース

［超域文化研究領野］
表現文化領域
テクスト文化学コース
文化創造論コース 
ワンプラネット文学・文化関係学コース
文化科学領域
先端文化学コース
情報文化学コース 
思想文化領域
現代思想コース 
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ここが知りたい !

Q&A

学生組織紹介
比文生の一日 
卒業後の進路

総合選抜で受験し、2 年次で比較文化学類に進む

01

02
02

04
04

06
06

08

14

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

24
25
26

27
28

29
30

32

35
37
38

41



C O L L E G E  O F  C O M P A R A T I V E  C U L T U R E

→ p.02 → p.04 → p.06

interdisciplinary international small-group teaching

文化学の
コスモス
学際

世界へと
開かれた窓

国際

比文らしく
自分らしく
少人数教育

文化と文化のあいだで
　少し前に「痛み」について考えたことがありました。

　北ギリシアの山村の小さな教会で、聖母マリアのイコンにつけられた銀製の「乳房」

を見たことがそのきっかけでした。この乳房は「タマ」とよばれる奉納物で、母乳が

出ないことに苦しんだ母親がイコンに祈りを捧げた結果、我が子に授乳できるように

なったことを感謝してイコンにつけたものでした。もはや誰がつけたかわからない乳房

のタマが、村の教会のイコンにつけられたままでいる。肉体性を抑制して作られたイコン

に、かすかなふくらみを持つ銀の乳房が嵌め込まれている。このイコンを目にして、タマ

をつけずにいられなかった母親と、それを許した村人たちの「痛み」と「歓び」につい

ての文化的な感覚や身体性を知りたくなり、村の人びとに話を聞きました。人びとがタマ

について語る言葉は少なく、ただ彼らはタマが伝える痛みの場を教会に開くことを許

していたのです。蝋燭の光、歌、香で満たされたその場は、祈りの場になっていました。

　私たちは、他者の痛みをすべて共有することはできません。ましてやそれについて

語ることも難しい。それでも、その痛みに寄り添うことができるとギリシアの村の人

たちは教えてくれました。しかしながら、寄り添うことも、簡単なことではありません。

コロナ禍、戦争・・・世界はいま、人間の苦悩、涙、叫びに覆われています。無力さ、

絶望、悲しみに囚われ、途方にくれて立ち止まることもしばしばあります。そんなとき、

出会った人びととの何気ない会話や、書物のなかの言葉、画集や美術館で見た絵画、

奏でられた音楽がこころを支えてくれます。学問は、そのような出会いを際限なく与

えてくれます。

　比較文化学類は、文化と文化が出会う場、コンタクト・ゾーンを学びの場、フィールド

としています。多様な言語や思考が混交するコンタクト・ゾーンでどのような文化が生起

するのか、そこで発生した文化がどのように育まれ、受け継がれ、更新されていくのか。

比較文化学類は、そのプロセスを見つめる場です。また、その場そのものが、さまざま

な人びとや文化が触発しあうコンタクト・ゾーンを形成しています。この場では、他者

の「痛み」も「歓び」も、迫ってきます。だからこそ、混沌とした現在の向こうに広がる

未来へと寄り添うことができるはずです。

比較文化学類長

山口 惠里子

比 較 文 化 学 類 の 特 徴
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比較文化学類で
何を学ぶか

自分の好奇心を探求していく！

文化学の
コスモス
学際

世界へと
開かれた窓

比文らしく
自分らしく

　比較文化学類では、次のような教育

目的・目標を掲げています。

　人類が築いてきた様々な文化を、「現

代性」と「学際性」という視点から捉え

直し、それを通じて、グローバル化し

た社会・文化に関わる、広い視野と柔

軟な発想力を備えた人材を育成しま

す。さらに、外国語習得を通じた国際

的コミュニケーション能力を高めるこ

とに努めます。

　この大きな目的・目標を実現するた

めに、比較文化学類のカリキュラムは

６つの研究領域に分かれています。さ

らに、それぞれの領域はコースに分か

れており、合計で17のコースが設け

られています。

　「領域」は、狭い学問分野にとらわ

れない広い視野をもって、それぞれ

の学問分野を横断して学修できるよ

うに学際的に作られています。「コー

ス」は、３年生になってから皆さんが

最終的に所属する基礎単位で、コー

スの教員と一緒に卒業論文を仕上げ

ることになります。

　ただ、どこの「領域」／「コース」

に属していても、比較文化学類のカリ

キュラムは、皆さんの関心や興味に

そって様々な授業科目が自由に履修で

きるように作られています。さらに、

興味や将来の志望にあった学修をガイ

ドするために履修モデルを用意して、

皆さんの学修にふさわしいカリキュラ

ムを作れるようにサポートします。

●学ぶことができる主な学問分野

日本文学、中国文学、英米文学、
ドイツ文学、フランス文学、比
較文学、文芸学など

文学

地域
研究

応用的な
人文諸
科学

文化学

さらに現代の変化に応じた先進的な諸学問領域

これらを、閉ざされた専門分野の中でではなく、
柔軟な組織（６領域と 17 コース）を通じて学
修することが特色です。

文化理論、表象文化学、大衆文
化論、芸術文化論、身体文化論、
映像文化論、情報文化学など

日本研究、アジア研究、欧米研
究など

文化地理学、文化人類学、現代
思想、比較宗教学など

比較文化学類のコスモス　６つの「領域」と17 の「コース」

日本・アジア
領域

英米・ヨーロッパ
領域

フィールド文化
領域

日本研究
コース

日本文学
コース

中国文学
コース

アジア研究
コース

欧米研究
コース

フランス語圏
文学・文化

コース

ドイツ語圏
文学・文化

コース

英語圏
文学・文化

コース

文化
地理学
コース

文化
人類学
コース
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● 日本・アジア領域
日本とアジアにおける文化の諸相
を文学・歴史・宗教・社会などに
着目しながら体系的に学ぶ。

→ p.14

● 英米・ヨーロッパ領域
英語圏・ドイツ語圏・フランス語圏
に加え、広く欧米の地域文化圏を対
象に、文学・言語・歴史・宗教・社会
などに着目しながら体系的に学ぶ。

→ p.18

● フィールド文化領域
日本・世界における地域文化の多様
性をフィールドワークによって明ら
かにし、人間と場所のかかわりを通
して「人間とは何か」を体系的に学ぶ。

→ p.22

● 表現文化領域
地域の限定を越えた文学や、多様
な大衆文化、美術・映像・音楽な
どの表象文化といった人間の表現
文化を広く探求する。

→ p.24

● 文化科学領域
生命・身体文化、メディア、ジャー
ナリズムなどをキーワードに、人
間社会の諸問題について複合的な
視点から探究する。

→ p.27

● 思想文化領域
思考・認識・言語・論理・倫理／ 
社会・実践・経験・歴史・フィー
ルドなどをキーワードにして、哲
学や宗教を学ぶ。

→ p.29

日本・アジア
領域

思想文化
領域フィールド文化

領域

表現文化
領域

文化科学
領域

テクスト
文化学
コース

文化
創造論
コース

先端
文化学
コース

情報
文化学
コース

現代思想
コース

比較宗教
コース

比較文化
主専攻

ワンプラネット文学・
文化関係学

コース
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語学教育・国際交流・留学

視野を世界へ

文化学の
コスモス

世界へと
開かれた窓
国際

比文らしく
自分らしく

語学教育

留学

　１～ 3年次の語学学修は選択必修です。1年次では英語のほかに、初修 外国語としてドイツ語 ・フランス語・ロシア

語・スペイン語・中国語・韓国語が開講され、2年次以降の専門外国語ではギリシャ語・ラテン語・インド古典語等の

授 業も受講できます。比 較 文化学類には英語による授 業を担当している外国人教員がいますが、グローバルコミュニ

ケーション教育センターにも多数のネイティヴ教員が在籍し、生きた言葉に触れることができます。また他国からの留

学生にチューターやティーチング・アシスタントとなって参加してもらう授業など、実験的・先進的な授業も数多く展開

されています。

　比較文化学類では提携校との留学プログラムの紹介のほか、留学者の体験談や必要な手続き、危機管理対応など

について詳しく説明した 留学ハンドブック を作成しています。留学を希望する学生は必携です。学類ホームページ

（http://www.hibun.tsukuba.ac.jp/）からダウンロードして読めるようになっています。

　筑波大学は全世界に広がる370以上もの海外協定のネットワークがあり、比

較文化学類の学生が利用できるものに限っても、その数は60以上です。

　留学には語学力の養成に加えて、費用の問題、現地語での慣れない書類準

備など、さまざまなハードルがありますので、準備は早いほうがいいでしょう。

本学類の国際交流委員会の教員の他にグローバル・コモンズ（大学の留学支援

組織）が具体的な相談に乗ってくれます。また、実際に留学した先輩方からの

体験談などは大いに参考になることでしょう。

　本学類が2013年９月よりスタートさせたカナダ・プリンス・エドワード島大学

（UPEI）との交換留学制度は、学類カリキュラムと一体化した形で、半年～１年

留学できる、大変ユニークな制度です。同大学では本学類生を中心とした夏

期英語研修も行われています。

カナダ　プリンス・エドワード島大学
（学類独自の交換留学制度あり）
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　21世紀、世界はますます緊密な結びつきを強めています。

　グローバルな時代を生きる力を養成するには、語学力はもちろんのこと、異文化に対する知識、他者を受け入れる心構えな

ども必要です。そのためには他国の人々と実際に交流を持ち、自分たちとは異なる思考方法や生活習慣を肌で感じることが、

何よりの近道になります。

　比較文化学類では多彩な語学教育をはじめとして、みなさんが世界へと視野を広げるためのさまざまなツールを用意してい

ます。諸外国からの留学生との国際交流プログラムに始まり、世界各国の50以上もの大学との提携関係を通じて、さまざまな

期間、さまざまな形での留学のチャンスがあります。相手先によっては単位互換によって休学期間を作ることなく卒業できた

り、留学先での追加の授業料を減免されたりするなど、大学・学類も環境の整備に力を入れています。

国際交流
　他国の文化を肌で感じ、また留学生に自国を紹介したい――学生たちのこうし
た思いや取り組みを、学類も随時応援しています。
　2015年度から、大学の支援（TA・TFを活用した主体的学修を促す教育推進事業）
を受け、多言語・異文化の学習環境づくりに取り組みました。英語、ドイツ語、ロ
シア語の語学の授業や、テクスト文化学、中東・中央アジア文化研究などの専門科
目に、留学生をティーチング・アシスタントとして積極的に採用し、受講生の語学
力の向上や文化交流を行いました。笠間市観光協会の協力で、留学生も参加する
日本文化体験学習を実施したこともあります。オハイオ州立大学比較研究学部との
教育交流では、オハイオ州立大学の15名の学生さんたちが、2019年5月に2週間学
生寮に滞在し、日本のポピュラーカルチャーに関する研修を行い、本学類生と交流
を行いました。

プリンス・エドワード島大学 (UPEI)プリンス・エドワード島大学 (UPEI)
夏期英語研修夏期英語研修

　2014 年度より夏休み中の 3週間、学生をカナダ東部のプリンス・エドワード島大学（UPEI）に送り
出して、英語と異文化を学ぶ研修を開催しています。

Q. どんなプログラム？
派遣先のカナダは世界有数の多民族国家です。『赤毛
のアン』の舞台となったプリンス・エドワード島も、
街並みに英国的伝統を残す一方、世界各国からの留学
生が集まり、グローバルな空気が満ち溢れています。
そんな空間で、参加生は 3 週間ほぼ毎日 3 時間以上、
英語と文化や社会の授業を受けます。2022 年度は 33
名が参加しました。

Q. 宿泊先は？
キャンパス内にあるレジデンスに宿泊、あるいはホー
ムステイをします。1 家庭につき日本人 1 名ですが、
場合によっては外国人留学生がいっしょになること
もあります。

Q. 単位は？
「比較文化国際研修 I, II」という授業として開講してい

るので、研修修了生には 3 単位が付与されます。

参加生の声

行くまでは英語で話すことや聞くことが怖かっ
たけれど、研修から戻った今は、英語を楽しん
でいる！
課外活動も全部楽しかった
カナダの人々はとても親切

プリンス・エドワード島は治安が良いので、安
心して過ごせた
ホームステイがとてもよかった
同じホームステイ先の韓国人と仲良くなったこ
ともとても良い異文化交流だった

プリンス・
エドワード島は

ココ！

2014 年度参加生砂子
千 尋 さ ん ( 参 加 時 2
年生 ) とホストファミ
リー。週末には色々
なところへ連れ出し
てくれたそうです。

※旅費等の実費は基本的に参加者の負担となりますが、海外留学支援事業「はばたけ！筑大生」など、大学からの支援金制度があります。
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文化学の
コスモス

世界へと
開かれた窓

比文らしく
自分らしく
少人数教育

1 年次

入学から卒業まで入学から卒業まで
年間スケジュール年間スケジュール

　　　　基礎科目・比較文化研究・概論　　　　　　　　　専門導入基礎演習・専門外国語 専門外国語
卒業論文

卒業論文演習

　　専門科目　卒業論文基礎演習

領域・コースごとに設定された
300 科目近くに及ぶ各種授業

全学で開講されている科目から、それぞれの　　　　　　必要、興味関心に応じて受講（自由科目）   　

1 年次 2年次入学

４年間をどう過ごす？

カリキュラム▶▶▶

テーマを見つける

関心・適性を見極める

11 月：研究計画案提出 ▼

世界中に広がる

各種試験が必要な

職種は早めの準備

を。教職志望は授

業もしっかり。

卒論▶▶▶

進路▶▶▶

留学▶▶▶

春学期開始（4/1）
入学式（4/5）
春学期授業開始（4/13）

春季スポーツデー（5月中旬）
やどかり祭（5月末）

大学説明会（8月） 秋学期入学式（9/29）

※ 1 つのモジュールは、5 週の授業日数を確保
◇春学期　A・B・C の 3 モジュール
◇秋学期　A・B・C の 3 モジュール
※日付は 2023 年度。

学期の区分（2 学期 6 モジュール制）

夏季休業（8/11 ～ 9/30）

年間スケジュール

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

9月
September

入学式

やどかり祭

大学説明会

初修外国語は、

独・仏・露・西・

中・韓の６語種

から選べます。
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1 年次

　　　　基礎科目・比較文化研究・概論　　　　　　　　　専門導入基礎演習・専門外国語 専門外国語
卒業論文

卒業論文演習

　　専門科目　卒業論文基礎演習

領域・コースごとに設定された
300 科目近くに及ぶ各種授業

全学で開講されている科目から、それぞれの　　　　　　必要、興味関心に応じて受講（自由科目）   　

3 年次 4年次 卒業

合計
124単位を
取得

専門的な内容を、

少人数授業で

しっかり学べる。

　比較文化学類の最大の特徴は、豊富な教授陣の提供する多彩な授業の数々。１年生のための比較文化研究比較文化学類の最大の特徴は、豊富な教授陣の提供する多彩な授業の数々。１年生のための比較文化研究に始まり、300近

い専門科目、ネイティヴ教員や留学生が活躍する外国語の授業など、魅力的な科目が多数設置い専門科目、ネイティヴ教員や留学生が活躍する外国語の授業など、魅力的な科目が多数設置されています。しかも専門科目

の多くは20人以下という、ぜいたくな少人数体制を敷いているのです。の多くは20人以下という、ぜいたくな少人数体制を敷いているのです。

　どういう授業に参加するかは、あなたが決めます。多くどういう授業に参加するかは、あなたが決めます。多くの選択肢を前に、迷ってしまっても大丈夫。年度初めには教員や学

生たちによるきめ細やかなカリキュラム生たちによるきめ細やかなカリキュラム・ガイダンスや履修相談会が開かれています。

　サークルやバイトもあなたサークルやバイトもあなたの大学生活を豊かに彩ってくれるはず。初めて一人暮らしをする人も多いでしょう。生活スタイ

ルを早くつかルを早くつかみ、充実したキャンパスライフを送ってください。

テーマを膨らませる 卒論を書くテーマを構成する

就職／進学　それぞれにあった準備

11 月：テーマおよび指導教員決定 ▼ ▼ 6 月：仮題目決定
▼ 10 月：題目最終提出

▼ 12 月：論文提出

50 以上の協定校

就職サポートも

充実！

(p.38 へ)
留学で視野を

広げよう！

(p.04 へ)

秋学期授業開始（10/3） 雙峰祭（11月上旬）
秋季スポーツデー（11月下旬）

卒業式（3/25）

冬季休業（12/28 ～ 1/4） 春季休業（2/17 ～ 3/31）

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

卒業式

（注） 新型コロナ・ウィルスの感染状況等により年間
スケジュールは大幅に変更される場合があります。 07COMPARATIVE CULTURE



文化学の
コスモス

世界へと
開かれた窓

比文らしく
自分らしく
少人数教育

卒業論文
比 文 ら し く 、
　 　 自 分 ら し く 。

テーマを
探す

時期の目安
１～２年次

入学し新生活に慣れるための各種オリエンテーションを終える

と、カリキュラム作りが始まります。6 つの領域のなかから、自

分が学んでみたいのはどの領域なのかを決め、それを柱にして受

講する授業を決めていきます。授業を受け、レポートを作成する

ことなどを通じ、自分なりの関心を具体化させていきます。

テーマを
膨らませる

時期の目安
２～３年次

2 年次には専門導入基礎演習を受講し、主な関心を明確にする「研究計画案」

を提出します。学生は自分のテーマにもっとも近い教員を探し、主指導教

員として指導を受けることになります。これにより研究の最初の、大まか

な方向付けがなされます。

3 年次になると主指導教員のほかに、副指導教員を決め、卒業論文基礎演

習を受講し、よりテーマを具体化した「卒業論文計画書」を作成します。

ここでは、タイトルだけではなく関連文献や、テーマに沿った大まかな資

料収集・調査方法なども考えます。

少人数教育の
総決算

所属する領域は
どこ？

どんな
研究がしたい？

高橋茉佑さん文化科学領域　先端文化学コース　2023 年卒業

私は「フランシス・ベーコン「磔刑」作品における崩壊した肉体イメージ」とい

う題目で卒業論文を執筆しました。20世紀後半に活躍したイギリスの画家フラ

ンシス・ベーコンの「磔刑」を主題とした絵画シリーズについて、本作品群に

描かれた生物像が辿る肉体内部が次第に暴かれていく過程と、一体性を失った

肉体のイメージに焦点を当てながら論じました。特に、描かれた生物像の「崩

壊した皮膚」について新しく着目することにより、従来の先行研究とは異なる

解釈を与えることができたように思います。

ベーコンの描いた「皮膚」について分析するに当たって、美術史、身体論、宗

教学など様々な領域を横断しました。こうした領域に囚われないアプローチの

開拓力は、比較文化学類の学際的な環境と、日々の開放的な授業の中で育成す

ることができたように思います。自分の一番好きなものや興味のあるものにつ

いて、独自のアプローチを構築していくということは、比較文化学類の学びの

中でしか得られない喜びだと思います。

先輩たちの

卒業論文
体験記

筆者によるフランシス・ベーコン「ある磔刑
の基部にいる人物像のための三習作」（1944
年）の模写（一部）
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私は「夏目漱石『永日小品』研究―同時代の心理学を視座として―」という
題目で卒業論文を提出しました。『永日小品』（明治42年）を、主に元良勇
次郎やヴィルヘルム・ヴントを主軸とした明治期当時の心理学の文脈に置
きながら考察するといった内容です。しかし如何せん、明治期の心理学は
おろか現代の心理学すら学んだことがありませんでしたので、資料を渉猟
しひたすら独学で勉強するしかありませんでした。心理学書を地道に読み
解きながら、「小品」ジャンルの独自性と作中の心理学的特徴を科学的に分
析してゆく中で、従来の先行研究とは異なる方向性を見出せたように思い
ます。未知の分野を開拓してゆく知的興奮は研究の中でこそ得られるもの
です。全て手探りで進めていった研究でしたが、他分野の資料を批判的に
精読する力を涵養できたと思いますし、それは教育学研究に転向した現在
でも活きています。
先生方・卒業生一同、比較文化学類での学びを通して、自身の問題意識が
人類の「文化」という営みの中でどのような位置付けにあるのか、不断の
考究を続けていってくださることを心より願っています。

ブラッドリー桜ミシェルさん

日本・アジア領域　日本文学コース　2022 年卒業

テーマを
絞りこみ構成する

時期の目安
3 年次後半～
４年次夏休み

論文を
書く

時期の目安
４年次夏休み～

12 月

審査を
受ける

提出

時期の目安
４年次 1 月

時期の目安
４年次 12 月後半

4 年次の 6 月には仮題目を提出します。こ

れまで積み上げてきた調査・研究や議論か

ら、あなたのテーマは大きく膨らんでいる

はずです。論文を書くとは問題意識を明確

化し、それを説得力のある形で論理的に構

成すること。ここではいよいよ、論文作成

を念頭にテーマを絞り、それを軸に議論を

取捨選択し肉付けしていきます。

論文提出後はコースごとに行われる公開審

査に備えます。審査の場では主指導・副指

導教員から専門的なコメントが伝えられま

す。考えることは、大学で終わるわけでは

ありません。卒業してからも、「自分だけの

テーマ」を深めていってください。

夏休みが明けると、中間発表会がコースごとに行われます。指導教員・

コース教員・友人や後輩たちの前で自分のテーマと章立てなどについ

て発表します。そこでさまざまなコメントやアドヴァイスをもらい、

題目を決定し、論文執筆の最終段階へと向かいます。下書きは逐次、

論文の書式などについても指導教員から具体的な指導を受けます。

どんな論文を
書こうか？

ひたすら執筆。
がんばれ！

お疲れさま！

　比較文化学類は“何を学ぶのか分かりにくい”とよく言われます。しかしそれは裏を返せば、「どんなテーマにも対応できる」

ということなのです。

　現代社会は高度に複雑化しており、特定の領域の知見だけでは問題解決に至る道のりを十分に描けないこともあります。比

較文化学類では、各学年定員80人の学生に対して、6領域17コースの約50名のバラエティに富む教員たちが対応しています。

その指導は、マンツーマンを主とした徹底した少人数教育。複合的な知の鍛錬による問題設定と解決のスキルを身に付けるに

は、最高の場と言えるでしょう。

　こうして養われる力こそ、複雑化し多様化する現代社会において、普遍的に必要とされる能力なのです。卒業論文作成のプ

ロセスは、入学して最初のカリキュラムを組む時点から始まっています。日々の学習を通じて、あるいは大学生活全般を通じて、

見聞し体験した事柄の中から、あなたならではのユニークなテーマを探してください。それを教員や学友にぶつけてみてくだ

さい。刺激的な議論の中から、“論文”にしたい何かが、次第に育っていくはずです。

先輩たちの

卒業論文
体験記
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文化学の
コスモス

世界へと
開かれた窓

比文らしく
自分らしく
少人数教育

卒業論文比 文 ら し く 、
　 　 自 分 ら し く 。

最近刊行された
教員の著作から

先生方の
研究を拝見 馬場美佳

日本・アジア
領域

『論集泉鏡花』第六集（共著）（和泉書院、2021年）

明治時代の小説家・泉鏡花の名作「外科室」（1895）を対象に、日本近代文学と近代ジャーナリズムで

ある新聞の言説との密接な関係について研究した論考を掲載しています。

稀代麻也子
日本・アジア
領域

狩野直禎先生追悼『三国志論集』（共著）（汲古書院、2019年）

三国志学会の設立以来2017年のご逝去まで、会長として後学を牽引された狩野直禎先生の追悼論文集。

曹植が皇帝である兄に提出した作品を、『文選』等と対照しつつ『三国志』の引用に従って読み解いた一

篇を担当。

山澤学
日本・アジア
領域

『破壊と再生の歴史・人類学』（編著）（筑波大学出版会、2016年）

自然災害や戦争など、社会の大きな変化を人々がどう乗り越え、記憶しているかを論じています。編者の

ほか、比文からは佐藤（千）・木村（周）も執筆しています。

比較文化学類の教員はどんな研究をしているのでしょうか？

近年刊行された著書・訳書などの一部を紹介します。

さらに詳しく知りたい人は、図書館などで実物を手にとってみましょう。

『竹取物語』と再話作品にみるかぐや姫の諸相

牧野信一「鏡地獄」論　鏡と地獄の成立要因

「いちご」から見る『枕草子』

『平家物語』における霊夢

『玉葉和歌集』に見る京極派和歌の様相　ー叙景歌を中心にー

芥川龍之介作品にみる皮膚へのまなざし

『古今和歌集』における詠嘆詞論考

「太宰治論」

岡秀行の「伝統パッケージ」論とその啓蒙活動

河井継之助の人物像の形成とその受容　
ー小説『峠』を中心にー

現代韓国チュソク節と若者の意識に関する研究

Christina Rossetti's Sing-Song : A Nursery Rhyme Book : 
Its Appeal that Transcends Time

Gradgrindism and Its Effects on Society in Hard Times

Girlhood in Jean Webster's Daddy-Long-Legs and Its Adaptations

19 世紀におけるパリ・オペラ座の社会的役割の変化
ー貴族からブルジョワへー
日系アメリカ人と第二次世界大戦
ー第 442 連隊の活躍と意義ー
マグリブに去ったモリスコの多様性
ー地域・時間・宗教性の差異に着目してー

カタルーニャ・ナショナリズムと FC バルセロナ

「神の裁き」と災厄　ー 1755 年のリスボン地震の事例からー

日本・アジア領域

英米・ヨーロッパ領域

令和４年度卒業論文タイトル一覧

令和４年度卒業論文タイトル一覧

10 COMPARATIVE CULTURE



佐藤千登勢
英米・
ヨーロッパ領域

『フランクリン・ローズヴェルト―大恐慌と大戦に挑んだ指導者』（中公新書、2021年）

アメリカ合衆国の第32代大統領であるフランクリン・D・ローズヴェルトの評伝。大恐慌と第二次世界大戦という二つの危機を

乗り越えたローズヴェルトの63年にわたる生涯を公私両面から描いている。

木村周平
フィールド
文化領域

『新型コロナウイルス感染症と人類学 : パンデミックとともに考える』（共著）（水声社、2021年）

現在進行形で世界を覆う問題に対し、それぞれの現場でどのような取り組みがなされているのかを、文化人類学の立場から捉

えようとした論文集。

塩谷哲史
フィールド
文化領域

『転流―アム川をめぐる中央アジアとロシアの五〇〇年史―』（風響社、2019年）

16世紀以来追求されてきた中央アジアの二大河川の一つ、アム川のカスピ海への転流計画。歴史学のアプローチから乾燥地域

の人文環境と自然環境の交わりを描きました。

和菓子がつなぐ人と人

時間による妖怪観の変化　ーコロナ禍におけるアマビエを軸としてー

キャベツ農家の日常生活とつながり　ー嬬恋村の事例研究ー

地蔵盆への子どもの関わりと意識：福井県小浜市西津地区を例として

佐渡市立図書館再編計画をめぐる市民運動

なぜ K-POP は支持されるのか　ーマスターの活動を中心にー

現代における歩き遍路　ー外国人の四国遍路体験記に関する考察ー

神社を拠点とした地域活性化　ー金村別雷神社を例にー

再開発による水戸市中心市街地の機能集中
ー行政と利用者の立場に着目してー

平成 28 年（2016 年）熊本地震からの復興段階での建造物と地域の変化
ー熊本市新町・古町地区を事例としてー

郷土料理「しもつかれ」における新たな価値の創造とその可能性
ー「しもつかれブランド会議」に着目してー

水戸市柳川地区における農地整備事業
ー受益者の合意形成に着目してー

人文地理学的説明における経験則の道具主義的観点からの考察
ー決定論と可能論を手がかりにー

道の駅における観光ゲートウェイとしての役割
ー「道の駅かさま」を事例にー

地方小都市の中心市街地における空き不動産を活用した新規出店の進展要因
ー長野県小諸市を事例にー

地場産業産地における産地ブランドの形成と運用：五泉ニット産地を事例に

フィールド文化領域 令和４年度卒業論文タイトル一覧

　卒業論文―私にとってそれは、大学生活の集大成、自分の研究を論文という長い長い文章にまとめる一種の修行、完成した暁には達成
感・恍惚感に加えてさまざまな複雑な感情を味わえる、今となっては貴重な体験です。
　比文には、好奇心が旺盛で何が自分に向いているのかを見極めたいという人が大勢いて、そうした人たちと雑談混じりに研究について
話し合ったことはとても刺激的でした。大学では本格的に選択したり考えたりする機会が多いのですが、その総決算が卒論なのではない
かと思います。
　当時私は、理系も文系も発想的には面白いなと感じていたのですが、思いっきり文系の文学に振り切りました（夏目漱石も言っていま
すが文学と科学は相性がよいのです）。先生方の講義に刺激を受けつつ、日本文学にどんどんはまっていきました。そして自分が日本の
近代化に関心があることに気づき、二十世紀前半、グローバル化が進む大正時代の海外経験者でもあった永井荷風という作家を通して、
人はなぜ文学・物語を必要とするのかという、大変大きな謎に向かって突き進んでみたくなってしまったのです。
　かくして、かえって卒論で膨れ上がってしまった好奇心がその後も研究を続ける糧となり、みなさんに向けてこの文章を書いているイ
マにつながっているわけなのですが、そう考えると、やはり卒業論文はあなどれないな、と驚くばかりです。

馬場美佳先生（92年比文入学）

私の卒業論文
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文化学の
コスモス

世界へと
開かれた窓

比文らしく
自分らしく
少人数教育

卒業論文比 文 ら し く 、
　 　 自 分 ら し く 。

齋藤一
表現文化領域

『アール・デコと英国モダニズム―20世紀文化空間のリ・デザイン』（共同編著）
（小鳥遊書房、2021年）

20世紀半ばの「冷戦」をあらたに捉える視点として、もっぱら建築や美術において議論されていた「アール・
デコ」という概念を、イギリス文学文化の研究者が再解釈してみた試みです。2022年の状況において読むと、
編著者たちが当初想定していなかった意義もあるだろうと予想します。

小川美登里
表現文化領域

『ル・アーヴルから長崎へ』（パスカル・キニャールとの共著）、（水声社、2021年） 

古代ギリシア・ローマ文化に精通し、世界中の神話や民話を蒐集し、音楽をこよなく愛するフランス人作家パ
スカル・キニャールの日本滞在の記録と、友人であり翻訳者でもある共著者との文化や文明、文学をめぐる対話。

佐藤嘉幸
表現文化領域

佐藤嘉幸＝廣瀬純『三つの革命、ドゥルーズ＝ガタリの政治哲学』
（講談社選書メチエ、2018年）

フランス現代思想の最重要書『アンチ・オイディプス』、『千のプラトー』、『哲学とは何か』の三部作に資本
主義打倒の戦術を読み解くスリリングな試論。

最近刊行された
教員の著作から

先生方の
研究を拝見

マドレーヌ・ヴィオネと女性の身体
ー身体の解放からボディ・デザインまでー
ピート・モンドリアン作品における運動性
フランシス・ベーコン「磔刑」作品における崩壊した肉体イ
メージ
現代社会におけるパフォーマンスの意味
ーふわふラプニカ『屋根崩落一周忌記念大道芸』を手がかりにー
dancers on the white
－広場に大きなキャンバス、即興舞踏の軌跡で描く－
文化拠点としてのミニシアター　ー現代における価値
脚本家・坂元裕二が描く女性と仕事
ーテレビドラマの可能性を探る
マスク購入における製品属性と問題解決行動段階の関係
東海村 JCO 臨界事故に至る茨城新聞の報道と論調
観客の消費行動から見る 4DX 上映の特異性

ディズニー映画『リトル・マーメイド』シリーズにおける変身
「アウトサイダー」としての障碍者　ーその可能性と排除の過程についてー

ヘルマンヘッセ作品における少年・青年間の愛情表現について
初野晴研究　ーファンタジーの中の現実感ー
坂元裕二作品における家族観とシェアハウスの意義
女子スポーツマンガにおけるジェンダー表象

『赤毛のアン』シリーズにおける、自然風景の描写に表された作者の
心情に関する考察

桜庭一樹作品における家族観
SF アニメ作品における人造美少女の表象
多和田葉子作品に見るディスコミュニケーションとの向き合い方

日本近代文学における桜
ー 梶井基次郎「桜の樹の下には」 と坂口安吾「桜の森の満開の下」を巡ってー

レティシア・コロンバニが描く女性たちの闘いと連帯　ー『三つ編み』論ー
萩尾望都作品における親子の愛執

『新世紀エヴァンゲリオン』における世代論　ー葛城ミサトを中心としてー

動物物語における抑圧と共生　ー『ズートピア』『BEASTARS』を比較してー

小説『オリガ・モリソヴナの反語法』における証言性
－米原万里の通訳の経験とフィクションの関係－

オタクの性別越境の積極的消費
アートが日常にあるということ　ー瀬戸内国際芸術祭を事例にー

「ジャズ・バンド再考　ーアンサンブルがもたらすサウンドの多様性ー」
「やくざ映画」の可能性　～ジャンルの革命児、深作欣二と北野武を中心に～
風刺画が社会へ及ぼす影響　ー 19 世紀イギリスの禁酒運動を事例にー

『バクマン。』における映像化とその意義
『オペラ座の怪人』における「家族」　ー小説からミュージカルまでー

ジャニーズ楽曲が持つ「らしさ」の分析　ー嵐以降のグループに注目してー
マンガにおける共感
向田邦子エッセイ研究
オンライン同人誌即売会を巡るコミュニケーション
五月革命と女性の解放　ー映画に表象される恋愛の観点からー
拡張する K-POP　～グローバル展開の変遷～

文化科学領域

表現文化領域 令和４年度卒業論文タイトル一覧

令和４年度卒業論文タイトル一覧

英語教育を例に挙げたアクティブラーニングの考察

儒教における身体　孔子と荀子から

遺骨と「手元供養」についての研究

マリア観音とキリシタン

筑波山周辺寺社から見る現代日本のパワースポット観
～ソーシャルメディアから読み解く～

思想文化領域令和４年度卒業論文タイトル一覧
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廣瀬浩司
文化科学領域

『歓待について』（ジャック・デリダ著、廣瀬浩司訳）（ちくま学芸文庫、2018年）

移民・難民の時代に哲学は何をできるのだろうか。「他者」を受け入れるとはどのような「出来事」なのか、脱構築の哲学者デリダが解き明かす。

対馬美千子
文化科学領域

Samuel Beckett and Trauma  （共編著）（Manchester University Press, 2018年）

ベケットの作品とトラウマの関係について論じた８つの論文を収録。現代のトラウマ理論とベケット作品との関係についても考察しています。

海後宗男
文化科学領域

Social Media and Civil Society in Japan（Palgrave Macmillan, 2017年）

東日本大震災以降のソーシャル・メディアと市民社会に関する様々な実証的研究の成果を海外の研究者のために紹介しています。

木村武史
思想文化領域

『北米先住民族の宗教と神話の世界―歴史と文化交渉の観点から』（筑波大学出版会、2022年）　

北米先住民族の神話・宗教についてのテクストを、その歴史的成立とともに、北米先住民族の立場からその意義を読解しようとした研究。

『性愛と暴力の神話学』（編著）（晶文社、2022年）

比較神話研究の立場から様々な地域の性愛と暴力をテーマにした神話等を取り上げた著作。

　卒業論文は、大学院進学（院進）を大学３年春から考えていた私にとって、ゴールではなく、「スタート地点に立つ」

ということでした。コロナ禍の先の見えない不安のなかで、私同様に「スタート地点」に立とうとする友人たちと話し

たいという思いから、大学４年の６月に「ひぶん18院進組」を結成しました。情報共有・交流の場としてオンライン形

式のミーティングを現在まで定期的に開催しています。12人の院進者（2018年入学・2022年卒）は同じ比文卒業といっ

ても、歴史人類学・文学・国際公共政策・教育学・生物資源科学と専攻は様々です。今までもこれからも、良き戦友、

仲間です。 廣瀬由子（文化人類学コース→筑波大院）

　大学院入学後、ある先生から研究のコツの一つとして、

「対話をすること」を教えていただきました。そのお言葉

の通り、「ひぶん18院進組」での、多様な関心を持つ気

の置けない学友との雑談に、私自身多くの学びを見い出

しています。 萩原悠斗（日本研究コース→筑波大院）

　比文から生物資源科学という全く違うところに飛び込

んだ私にとって、院試や入学前後は不安の連続でしたが、

そんな時にこの集まりは心の支えになってくれました。

今は新しい環境にも慣れつつありますが、今でもみんな

からは刺激をもらっています。

 宮本紫帆（文化地理学コース→筑波大院）

　自分は近代中国及び戦後台湾の歴史を研究しています

が、やはり人文社会学を学ぶには好奇心と向上心を持ち

続けることが大切だと思いますので、私にとって、様々

な知識と感想について話し合える「ひぶん18院進組」は

非常に重要です。

 劉承衛（アジア研究コース→筑波大院）

　私は筑波から外部の大学院に進みました。みんなと悩

む時期がずれてはいましたが、受験や卒論の悩みを共有

できるような場はありがたかったです。気軽に聞いたら

誰かが答えてくれる関係性は居心地がよかったです。

 田中耕介（文化人類学コース→京都大院）

ひぶん１８院進組
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地域文化研究領野比較文化学類

17コースへの
招待

日本・アジア領域

日本文学コース

　日本文学は優に千年を超える長い歴史を持ち、それは世界の文学のなかでも大変稀有なものといわれています。なぜそれほ
どまでに我々は文学を大事にし、必要とし、魅了されてきたのでしょうか。こうした問いかけは、人がことばや物語とともに生
きることの根源に触れる貴重な機会を与えてくれるはずです。
　日本文学コースでは、さまざまな時代のさまざまなジャンルの作家や作品について研究することができます。まず概論や文学
史で専門基礎知識を養います。続いて講読や特講では、具体的な作品をとりあげ、精読を行うための態度や方法を身につけま
す。演習では、受講生自身が文学研究を実践し、卒業論文へとつなげていきます。日本文学の魅力は歴史性・現代性のバランス
の中で新たに発見され続けるものでもあります。本コースはそれを次世代へとつなげる総合的な人文力の養成を目指しています。

住吉物語絵巻（下巻）
　筑波大学附属図書館所蔵

筑波大学の図書館には、たくさ
んの貴重な古典籍が所蔵されて
います。この絵巻は、継子物の
代表的な物語である住吉物語に
美しい極彩色の絵が添えられた
ものです。

日本文化を支え続ける日本文学の魅力

　筑波大学の図書館には古典から近代の貴重な書籍があり、それらを使った授業もあります。たとえば実際に和綴じの本を手に
とったり、変体仮名と呼ばれる特殊な文字を習得したりすることができます。文学館や美術館などで目にするくずし字が読めるよ
うになるのです。
　卒業論文作成では、自分自身で作家や作品を選び、研究テーマを見つけ、課題を発見していきます。これはとてもやりがいが
あるもので、好奇心旺盛な人も、ストイックな人も、それぞれの立場から文学を学ぶ喜びを味わえると思います。

PROFESSOR

馬場　美佳
［日本近代文学、日本現代文学］

　「Curiosity killed the cat（好奇心は猫
をも殺す）」というイギリスの諺があり
ますが、“ 知的好奇心 ” ならば、比文の
教員も学生も猫どころではないかもし
れず…　みなさんもぜひ、猫をかぶら
ず好奇心を発揮しにきてください。

吉森　佳奈子
［日本文学史、日本古典文学］

　『源氏物語』について、この物語が、
後の時代の人々にどのようにうけとめ
られていたかということを中心に研究
しています。ご一緒に人生棒にふって
くださる方、大募集中です（イラストは、
はじめて教えた学生が描いてくれたも
ので、わたしの宝ものです）。

茂野　智大
［日本上代文学、萬葉享受史学］

　日本現存最古の歌集、『萬葉集』を研究しています。『萬葉集』
には現代の私たちにとって「わかりみが深い」歌もあれば、まる
で共感できない歌もあります。感動する歌もあれば、笑える歌も
あります。こういうものだと決めてかかるのではなく、一緒に柔
軟な姿勢で作品に向き合っていきましょう。
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日本研究コース

　日本研究コースは、日本列島に暮らす人びとの生活・文化と政治・社会を研究対象とするコースです。具体的には、個別
的な地域で実際に暮らす人びとの歴史・生活・政治・宗教・思想・教育・芸術などのさまざまな事例を、鳥の眼で考察する
のではなく、各自の関心や問題意識にもとづき蟻やトンボの目で考察します。これらの考察を通じ、地域に生きる人びとの
生活・文化・政治・社会の総体を、相互に比較しながら広い視野で多元的、複眼的に捉え明らかにしていきます。このよう
な日本研究の学びは、国際的・民族的に流動的な現代社会において生じている諸問題に対し、柔軟な判断力をもって対応し
解決する確かな社会力を有する、グローバルな人材の育成へといざないます。

神社の石造物を調査する

日本とアジアにおける文化の諸相を文学・歴史・宗教・社会などに
着目しながら体系的に学ぶ。

日本列島の生活・文化と政治・社会を具体的な事例から見つめ直す

PROFESSOR

山澤　学

　出身地栃木県日光をはじめ列島の各
地を歩き、人間と社会の歴史（とくに
江戸時代史）を宗教・信仰の世界から
研究しています。最近は山形の出羽三
山、京都の北野天満宮などの研究をま
とめています。

長尾　宗典

　主に日本近代（明治以後）の美術・
文学・宗教をめぐる評論を思想史の視
点から研究しています。また明治時代
の同人誌や、出版流通史、図書館の歴
史を素材に、活字文化が地域や社会に
広まるプロセスも研究しています。

　日本研究コースでは、基礎的な知識や方法論を学ぶ講義のみならず、個別具体的な地域の生活・政治・宗教・思想を
題材とする講義・演習と、日本列島に展開した農山漁村・都市の日常生活の場から、地域に根ざした諸問題を発見し研究す
る実験実習（フィールドワーク）が開講されます。とくに、重視するのは演習と実習で、学生自らが主体的に調査し、考えて発表し、
互いに真剣に議論しあいながら、各自の卒業研究に向けて、独創的な視点や研究方法を磨いていきます。

京都・祇園祭を見学する

石塚　修

　日本の文学と食文化との関係について、茶や納豆などを中心
に研究しています。「難しいことを易しく、易しいことを深く、
深いことをおもしろく」（井上ひさし）、そのような授業や研究
を目指しています。
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地域文化研究領野比較文化学類

17コースへの
招待

日本・アジア領域

中国文学コース

　中国文学の魅力は、懐の深さにあります。中国古典文学全体でいえば、人間が生きていく中で生じることについてはほと
んどすべて誰かがどこかで作品にしていますから、考えるための題材が豊富です。一篇一篇についていえば、その作品がで
きるまでの文化をまとっているのが普通ですから、様々な深度での解釈が可能です。使われる言葉も一筋縄ではいきません。
有名な杜甫の「春望」にある「三月」という２文字をどう捉えるか、「三ヶ月」なのか「陰暦三月」なのか、その違いだけでも、
詩全体のニュアンスが変わってきます。当コースでは、作品の面白さにじかに触れて言葉に対する感性を磨き、人間に対す
る理解を深め、よりよく生きる道を模索していきます。

よりよく生きる為の糧として古典作品を味読します。

絶世の美女楊貴妃と玄宗皇
帝との悲恋を情緒豊かに表
現した白楽天「長恨歌」の
冒頭。江戸時代に日本で出
版された本で、墨で返り点
や送り仮名がつけてある。
高 校 で 習 う 規 則 と 少 し 違
う。筑波大学図書館蔵。

　まず、中国文学概論を受講して中国古典文学を学んでいくための基礎的な知識や技術を習得します。次に、講読や文学史

で本格的に中国文学の世界に入っていきます。更に、演習で中国古典文学の専門性を高めます。この間、中国文学講読演習や、

CEGLOC 開設の中国語基礎のほか、日本・アジア領域の他コース・思想文化領域など他領域の科目などを必要に応じて受講します。

最終的には、持てる力を総動員して卒業論文を完成させます。

PROFESSOR稀代　麻也子
［六朝文学］

　私の専門分野は、文系科目に興味無し！な人に
説明するのは難しいのですが、日本で教育を受け
てきた人には、「漢文だよ。時代的には『三国志』
と唐詩の間。」と言うと通りはいいです。色々無視
した説明ですが ･･･。
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アジア研究コース

　アジアはユーラシア大陸において、広大な面積、長くて古い歴史、多様な民族と文化をもつ多元的な地域です。日本はア
ジアに属し、日本とアジアの他の国々との間に不幸な歴史があったことが思い起こされますが、21世紀に入り、日本とア
ジアの周辺諸国との交流はますます緊密になってきました。今、私たちには、アジアの多様な現実を、現地の人々の立場に
立って、現地の人々の生活、歴史的背景、価値観を理解しながら、共存協調していくことが求められています。アジア研究
コースでは、中国、台湾、韓国、東南アジア、南アジア、チベットなどを主な対象とし、歴史的現代的な視点からアジアを
把握し、諸問題を分析できる力を養うことを目標としています。

アジア諸地域の文化、民族、宗教、政治、社会等について学び、考えます。

　アジア研究コースでは、多様なテーマで講義や演習を開設し、学際的なアジア理解を目指しています。基礎になるアジア

地域の言語（漢文、現代中国語、インド古典語、チベット語、韓国語）を用いた資料の解読にも力を入れています。また、

英語の文献も多く用います。旅行、留学、調査などのために現地を訪れ、自分の問題意識を形成する学生が多く、卒業

論文も個性に富んだものとなっています。

ネパールでの祭り（フィールドワークより）台南北郊七股の王爺廟（代天府）

PROFESSOR山本　真

　中国近現代史、とりわけ近代国家建
設と社会変容に関する政治史、社会経
済史の諸テーマ ( 具体的には政党研究、
地域エリート研究、村落構造研究、社
会組織研究 ) に取り組んでいます。毎
年中華圏各地の図書館、公文書館に出
かけ資料を閲覧しています。また農村
調査にも参加し、多元的な視角から研
究を行うことを心懸けています。

横山　剛

　インド仏教の研究をしています。サ
ンスクリットなどで記された文献の読
解を通じて、仏教の教理がインドにお
いていかに展開したのか、またその後
アジア各地にどのように伝播したのか
という点を研究しています。仏教を含
めたアジアの歴史、文化、宗教という
窓から、今日の日本に生きる私たちの
生活、言葉、考え方、直面する問題な
どを見つめてみましょう。世界は少し
違って見えるかもしれません。何か素
敵な発見をしたら、ぜひ私にも教えて
ください。
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地域文化研究領野

英米・ヨーロッパ領域

比較文化学類

17コースへの
招待

英語圏文学・文化コース

　充実した英語力を養いつつ、英語圏の文学と文化についての理解を深めます。伝統的な英米文学研究とともに、文学理論・

文化理論を踏まえて、小説・詩のみならず、映画、テレビドラマ、音楽、舞台芸術なども幅広く研究することができます。

また、「アメリカ文学履修モデル」「イギリス文学履修モデル」「カルチュラル・スタディーズ履修モデル」「TOEFL550（iBT79）

履修モデル」を示し、学生ひとりひとりの目標にかなった、しかも体系的な履修計画をたてることができるよう、配慮され

ています。確かな英語コミュニケーション能力と、英語を通じて異文化を深く理解する姿勢を身につけ、提携校への留学も

視野に入れながら、学習計画を立ててください。

〈読み解く〉面白さと楽しさ

　１・２年次対象の「文学論」および「研究」で基礎をつくり、２・３年次対象の「特講」で視野を広げ、３・４年次対象の「演

習」では自分の研究テーマにそった授業を選択しましょう。また、高度な英語運用能力を養うための授業では、世界各国の大学

院留学生がティーチング・アシスタントとして授業を補佐する少人数レッスンがあります。コースの授業で英語圏の文化への理解

を深めつつ、それに裏づけられた本物の英語コミュニケーション能力を養ってください。

PROFESSOR
佐野　隆弥

［初期近代イギリス文学・文化研究］

　ウィリアム・シェイクスピアを中心
としたルネサンス期イギリス演劇を研
究しています。イギリス文学を真摯に
学びたい人はぼくの研究室までどう
ぞ。

竹谷　悦子
［ アメリカ文学・文化研究、ジェンダー

研究］

　アメリカ文学・文化、ジェンダー研
究のほか、カナダのプリンス・エドワー
ド島大学英語研修を担当しています。
授業では、講義に続いて外国人留学生
の大学院生 TA を交えた英語のグルー
プ・ディスカッションも行います。
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英語圏・ドイツ語圏・フランス語圏に加え、広く欧米の地域文化圏を対象に、
文学・言語・歴史・宗教・社会などに着目しながら体系的に学ぶ。

ドイツ語圏文学・文化コース

　21世紀に入ってドイツはますます存在感を増しています。文化の領域でも新しい発信が相次いでいます。ドイツ語はヨーロッパ

で最大の話者数を持つ言語で、学習者の数も増えてきました。

　さまざまな政治的話題がクローズアップされることが多いドイツですが、実はドイツの社会は日本とよく似た親しみやすい社会

です。とりあえず飛び込んで行くには最適な異文化社会です。むろんドイツ語を通じて西欧の重厚な知的世界に入っていくこともで

きます。ここには文学、哲学、音楽、美術、演劇、舞踊などの、皆さんのよく知っている人類の共通財産が数多くあります。

　ドイツ語を学び、ドイツに親しむことは、ヨーロッパの正面玄関を通ることに他なりません。このコースでドイツを学び、ドイツ

を体験し、豊かな人生を送る基礎を作りましょう。

　筑波大学で留学者数が一番多いヨーロッパの国はドイツです。ベルリン、ケルン、ボン、ボーフム、デュッセルドルフ、ハレなどの大

学に交換留学したりバイロイト大学夏期講習に参加する学生がたくさんいます。比文にはドイツからの留学生もたくさんいて、一緒に受け

られる授業もあるほか、日独学生交流の「バウムクーヘンの会」も毎週火曜夜に行われます。ドイツという新しい知的な窓を開き、ドイ

ツ語を学んで、ドイツ語圏の文学や文化や社会について学んでいきましょう。

親しみやすい西欧、それはドイツ

日独学生交流会（バウムクーヘンの会）に集まった日独の学生たち
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地域文化研究領野

英米・ヨーロッパ領域

比較文化学類

17コースへの
招待

　本コースではフランス語で書かれた小説・詩・批評・戯曲や文献を幅広く扱います。フランス文化が分からないとヨーロッ
パ文化が分からない、と言われているのはなぜでしょう。フランスはルネサンス期に古代ギリシア・ローマ文化から多くを
学びつつも、17世紀にはアカデミー・フランセーズを創設し、国家を挙げてフランス語の辞書を編纂し、常に普遍性を求
めてきたからです。ルイ14世の絶対王政の時代に古典主義の傑作が続々と生まれ、17世紀は「偉大なる世紀」と呼ばれてい
ます。その一方で、先住民族であるケルト人の文化も受け継いでおり、新しいところでは旧植民地のクレオール文化もあり、
多様性をフランス語、合理性、共和国の理念という求心力で支えています。作品や文献とフランス語で直に接して、視野を
広げましょう。

仏語の文学作品や文献を読み、視野を広げる。

フランス語圏文学・文化コース

ボルドー、ブルス広場の水鏡

　まずは１・２年次対象の「フランス語圏文学・文化概論I」でフランス文学史の全容をつかみ、２年次以降は「フランス語
圏文学・文化講読I～IV」や「フランス語圏文学・文化演習I, II」の授業で、実際に様々な作品や文献と対決しながら考
察を深めていきます。学内のサークル「クラブ・フランコフォニー」では、フランス語を話す留学生と交流することができます。
留学に関しては、短期のフランス語語学研修（開設授業科目の枠内にあり、単位が取得できます）のほか、本学の協定校
であるフランシュ＝コンテ大学、ボルドー大学、モントリオール大学などに長期留学する例が数多く見られます。

コルマール（アルザス地方）のクリスマスマーケット

PROFESSOR
増尾　弘美

［ 19 ～ 20 世紀のフランス小説・批評、
特にプルースト］

　学生時代にプルーストの『失われた
時を求めて』（日本語訳ですと、文庫本
で 14 冊）を読んで、幅の広さ、奥の
深さに圧倒されました。今もなお読み
返すたびに、新たな発見があります。

飯田　賢穂
［ 近代西洋政治思想史、特にジャン＝

ジャック・ルソー］

　私の主要研究対象はジャン＝ジャッ
ク・ルソーの政治思想です。特に彼の
主著の一つである『社会契約論』が書
かれたプロセスを、関係する自筆原稿
群を分析することで明らかにしようと
しています。この執筆プロセスを Web
上に再現する計画で研究を進めていま
すが、電子機器全般の操作が苦手で、
なかなか思うに任せません。というわ
けで、18 世紀のフランス文学・哲学に
興味をお持ちで、さらに xml、html、
css 等々に強い方、ぜひお声がけくだ
さい。三拝九拝。
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欧米研究コース

　欧米の文化は、現代世界の基盤であり、近代日本のモデルともなってきました。しかしそれは単純一律なグローバル基準

ではなく、多様な文化伝承、多様な歴史、それぞれの利害をもつ国の集合です。欧米研究コースには、地中海を巡る古代/

中世の文化圏、大航海時代に世界中に拡大したスペイン文化圏、ヨーロッパの東からアジアに到達したロシア文化圏、また

太平洋を巡って拡がった英米文化圏、などを専門とする教員が所属しており、大きな歴史的発展を動的に考えようとしてい

ます。それは、現代における経済面その他の急速な変化を理解することにもつながっています。

　歴史上世界を動かしてきた数 の々帝国とその文明圏について、各教員が欧米文化論、欧米文化論演習などを開設しており、

興味のある地域や文化について毎年続けて受講することができます。各教員は語学教育も担当しており、勉強/研究に十分な

語学力を身につけることも重視しています。留学や語学研修も支援します。また社会・地理歴史科及び英語科に対応する教

職科目がおかれています。

欧米文化をその歴史的背景から深く理解する。

PROFESSOR

宮崎　和夫

　グローバリゼーションの先駆けとも
いわれる大航海時代のスペイン帝国支
配下で、搾取や抑圧が強化され異文化
衝突が頻発する中で、時代の流れに不
満を抱いたり、無関係に生きていた
人々に興味を持っています。

津田　博司

　イギリスおよび旧イギリス植民地の
歴史を研究しています。イギリス帝国
やコモンウェルスと呼ばれてきた地域
のうち、オーストラリアとカナダにお
いて、帝国主義や多文化主義がたどっ
た歴史を主な対象としています。

佐藤　千登勢

　アメリカ合衆国の現代史、特に 1930
年代と 1940 年代の社会経済史を専門
にしています。人種やエスニシティ、
ジェンダーなど、さまざまな観点から
アメリカ社会を見ると、思いもよらな
い新しい発見が必ずあります。

秋山　学

　専門は古典古代学です。元来ギリシ
ア語・ラテン語学を専攻し、本学類で
もこれら古典語を教えていますが、扱
う対象は密教（インド古典語）や旧約
聖書（ヘブライ語）に及ぶので、それ
らも含めて研究領域にしています。

加藤　百合

　専門は比較文学で、日本の明治時代から日本の文学青年がど
のようにどんなかたちでロシア文学を読んできたのか、翻訳受
容の問題などを考えています。ロシア文学、そもそもロシア語
が大好きです。欧米研究コースではスラヴ・ロシアの文化と歴
史について授業しています。いっしょにロシア語のテキストを
読みロシア文化の話をする方を待っています。
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地域文化研究領野

フィールド文化領域

比較文化学類

17コースへの
招待

文化人類学コース

　文化人類学コースは「人間とは何か」を考えるコースです、と言っても漠然としすぎているかもしれません。「人間とは

何か」はいろいろな切り口が可能な問いですが、このコースでは、自らの関心にもとづいて「フィールド」に飛び込み、そ

こで生きる人々と関わりあい、彼・彼女らの生き方やものの見方を理解することを通じて、あるいは過去から受け継がれて

きた様々な文献を「フィールド」として、この問いに立ち向かいます。人はつねに、様々な関係性をつくりだし、その可能

性と制約のなかで生きています。家族から地域社会、国、世界へと、あるいは過去から未来へと広がっていく、そうした関

係性の網の目が、どのように織りなされ、そのなかで人はどのように形作られているのか。一緒に考えてみませんか。

社会の中で人間はどう生きているのか、過去との繋がりのなかで何を受け継ぎ生かしているのか、
何を未来に渡そうとしているのか、現場から学ぶ。

PROFESSOR

　講義では現場を見、考えるための「構え」や「視点」を身に着けるとともに、文献や資料をいかに読むかを学び、実習を通じて

フィールドワークの練習をします。卒論では学生個 人々の興味・関心にもとづき、具体的な対象（地）、資料を定めて調査をし

ます。それぞれの異なる視点をぶつけあうゼミは、刺激的ながら和やかな雰囲気です。また、文化人類学、民俗学、歴史

学を専門とする教員から構成されるコースのため、間口が広く、多様な角度からの指導を受けることができます。

塩谷　哲史
［歴史学］

　おもに中央アジア、中東、ロシアで
の文献調査、フィールドワークを通じ
て、中央ユーラシアのダイナミックな
歴史の動態と、乾燥地域における人と
環境とのかかわりの特徴とは何かにつ
いて考えています。

佐本　英規
［文化人類学、オセアニア研究］

　南太平洋の島嶼国ソロモン諸島や日
本の中山間地域などでフィールドワー
クを行っています。特に音楽や芸能、
芸術と、社会や文化、世界との関わり
合いに興味があり、人類学的アプロー
チによる研究を進めています。

徳丸　亜木
［民俗学］

　民俗学は、人びとが言葉や行為、あ
るいはモノとして伝えてきた伝承的な
生活や行事を地域でのフィールドワー
クを通じて記録し、そこに示される私
たちの伝承的な心意やその現代的なあ
りかたを考える学問です。文献からの
知識とみずからのフィールドワークで
の発見とを重ねて、私たちが伝えてき
た民俗について考えてみませんか。

木村　周平
［文化人類学］

　これまで中東のトルコ共和国と日本
国内でフィールドワークを行ってきま
した。人々の暮らしや文化と自然環境、
社会制度や科学技術の関わり合いとし
て現れる災害について研究していま
す。
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日本・世界における地域文化の多様性をフィールドワークによって明らかにし、
人間と場所のかかわりを通して「人間とは何か」を体系的に学ぶ。

文化地理学コース

　文化地理学の魅力は、研究対象が身近に存在することにあります。地表面に生起する政治、経済、社会、文化などあらゆ

る現象を文化地理学的な視点から問題にすることが可能です。文化地理学は、地図や空中写真、行政統計、古文書などの多

様なデータを駆使し、野外での観察や聞きとりといった現地調査（フィールドワーク）を武器に、文化現象を分析していく

学問であるといえます。文化地理学コースでは、文化研究の一つの手段（武器）として、地理学的なものの見方・考え方・

スキルを修得し、広く社会で活躍する人材を養成することを目的としています。これまで金融・保険・運輸・通信・観光・

マスコミ業界や地方公務員として活躍する人材を輩出してきました。また大学院（生命地球科学研究群地球科学学位プログ

ラムほか）に進学して、修士号・博士号を修得し、研究者・教育者として活躍する先輩方も多くいます。

場所・空間・地域・環境・生態・景観といった言葉をキーワードとし、
フィールドワークを通して世界の諸地域における人々の 生活・文化の諸相を明らかにします。

　１・２年次では、学問上の基本的な概念の理解および研究手法の修得を目指しています。講義と実習を通して、文化地

理学のモノのみかたから、研究資料の収集方法、GIS（地理情報システム）を用いた分析手法、パソコンによる主題図作成にい

たるまで、懇切丁寧に指導します。３年次からはゼミに所属し、専門的なトレーニングをします。フィールドワークに基づく徹底的

な実証研究には定評があり、筑波大学は日本の地理学をリードする存在になっています。先輩・後輩のつながりが強く、教員・

学生一体となった懇親の場が多いのも特徴です。文化地理学コースでは濃密な学生生活を保証します。

PROFESSOR

森本　健弘
［ 農業・農村地理学　地理空間情報の活

用と地理情報システム（GIS）］

　環境や土地を人が利用する仕方、そ
こに込められた努力を、地理学のツー
ルで探求してみませんか。

久保　倫子
［ 都市地理学、ハウジング・スタディ―

ズ、北米地誌］

　文献研究やフィールドワークを通じ
て、一緒に地理学の奥深さと楽しさを
味わいましょう。

松井　圭介
［文化・宗教地理学　観光文化論］

　地理学は空間・場所と人間とのかか
わりを探究する学問です。『日々旅に
して旅を栖（すみか）とす。』松尾芭
蕉ではありませんが、一緒にフィール
ドから人間の生活文化を考えてみませ
んか。
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超域文化研究領野

表現文化領域

比較文化学類

17コースへの
招待

テクスト文化学コース

　テクスト文化学コースでは、テクスト――いわゆる文学作品ばかりではなく、映画やマンガなども含む、包容力に富む概

念です――がどのように生じてくるのか、そしてどのように変容していくのかといったことに注目して、表現文化を体系的

に学ぶための教育を行っています。その際、一つの言語や文化を詳しく掘り下げるというよりは、文学理論や比較文学、文

化研究などの手法を用いて、さまざまな方面からテクストを読み解くことを目標にしています。こうした学修のなかから、

あなたも自分独自の問題意識を磨き上げ、卒論に結実させてください。文章を読んだり書いたりするのが好きな人や、いろ

いろな作品をじっくり分析したい人に向いたコースです。

地域の区分を越えた文学研究や大衆文化研究をします。

　世界の文学を比較して論じたり、ジャンルを超えて文学や映画やマンガの作品を総合的に分析したりします。ほとんどが少人

数のクラスで、学生どうしが密度の濃いディスカッションを頻繁におこないます。発表の機会も多くありますので、自分なりの徹底し

た作品の読み込みなど披露してください。教員の使用可能言語が英・仏・ 伊・独と多彩なのも特徴。授業補助役の大学院生として、

世界各地からの留学生と出会う機会もあります。

PROFESSOR

三原　鉄也
［人文情報学・メタデータ・マンガ制作 /

利用支援］

　研究と並行して行っているマンガ制
作実務の経験をベースに、情報技術、
特にデータを活用したマンガの制作・
流通・探索・保存に関心を持っていま
す。

吉原　ゆかり
［文化研究］

　シェイクスピアがマンガにされるっ
てどういうんだ？ロミジュリな映画

『ウェストサイド物語』によると、冷戦
アメリカではコミックスを読むと不良
になるとされてたらしい、などを研究
してます。

齋藤　一
［文学理論］

　19 世紀末～ 20 世紀初頭の英語圏小
説研究（ポストコロニアル批評）から
出発して、「英文学学」（仮）―近現
代の日本における「英（米）文学研究」
の社会・歴史的意義の探求―にたど
り着きました。

平石　典子
［比較文学］

　近現代において、異文化との接触が
もたらした新しい文学表象について考
えています。ひとつの物語を「異なる
文化」「異なる言語」という視点から
読み直すことで世界が形を変えるさま
を、みなさんにも体験してほしいです。

イラスト：横井三歩（渉）（比文 2003 年卒）
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文化創造論コース

　　文化創造論コースは次の三つの視点から芸術・文化創造を学生の皆さんと一緒に研究し、理解していきます。

１） 絵画・写真・映画・音楽・文学・マンガなどの芸術・表象文化のさまざまな営みを、幅広く考察し、分析します。

２） 文化創造を現代の脱領域的な理論・思想（ポスト構造主義、ジェンダー理論、文化研究など）に立脚して考察し、文化

創造のダイナミズムを明らかにします。

３） 社会と文化創造との実践的な関係について考察し、また、学生の皆さんが文化創造の実践的な現場に自ら参画できる機

会を作っていきます。

　　以上の三つの視点から、文化創造とその意義を多角的に分析し、理解します。

さまざまな芸術・文化創造のダイナミズムを、現代の脱領域的な理論・思想に立脚して幅広く学びます。

地域の限定を超えた文学や多様な大衆文化、美術・映像・音楽などの
表現文化、それらをささえる社会理論や思想を広く探求する。

　文化創造論コースは、学生の皆さんと新しい試みを行っていくために誕生しました。芸術・文化創造を、現代の脱領域

的な理論・思想に立脚して幅広く学べるコースです。また、筑波大学では唯一、音楽関連の授業を開設しています。

PROFESSOR

佐藤　吉幸（嘉幸）
［フランス現代思想、社会理論］

　授業では、フーコーやドゥルーズな
どの思想を取り上げ、現代社会の諸問
題に結びつける読解を試みています。
知的好奇心の旺盛な皆さんとやりとり
できることを楽しみにしています。

馬籠　清子
［ musico-literary studies（音楽・文学研

究）、モダニズム文学］

　丁寧な分析と柔軟な発想を期待しま
す。

江藤　光紀
［ 近現代の芸術思想（美術・音楽）、劇

場研究・万博研究、表象文化論］

　像や音に対する感性を研ぎ澄ませ、
芸術を通じて主体的に社会にコミット
したい人をお待ちしています。

小川　美登里
［フランス文学、芸術批評、ジェンダー］

　フランスを中心とする文学や批評、
芸術論（音楽、映像）、翻訳などに興味
を持っています。文化を学ぶことは広
大な海を泳ぐようなものだと思います
ので、どこかでみなさんの感性や情熱
と出会うことができればうれしいです。
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ワンプラネット文学・文化関係学コース
One-Planet Relational Studies in Literature and Culture

“One-Planet Relational Studies in Literature and Culture” offers a new approach to research in literature and culture 
for students who are interested in the future of our planet, in understanding our globally shared problems and in 
finding creative solutions. The program focuses on global crises issues such as Global Warming, Aging Society, Refugee 
and Migration, Gender Equality, Discrimination, Poverty, Plastic Pollution, Nuclear Hazards, and Hunger, and reviews 
counteractive concepts such as Resiliency, Sustainability, Mindfulness, and Stewardship. The course uses English as our 
global language for international communication and co-operation and offers students the chance to come together and 
engage in English-based international research and communication.

“As each has received a gift, employ it for one another, as good stewards of our world.”

Enjoy an English-language study and research environment with lots of international contacts, while improving your English 

at the same time. Meet friends who not only share your interests but slso your commitment to a better and sustainable 

world. Participate in f ieldwork and exchanges with the whole world. Create your own research interests. Combine your 

studies with other classes in 比較文化学類, for example: English-language classes from 英語圏文学・文化コース or other 

classes from 表現文化領域. 

Be at home in the world!

　このコースでは、たくさんの国際的な触れ合いを通じて、英語学習と研究の環境を楽しむとともに、英語能力を向上させます。よりよく

持続可能な世界へのあなたの興味、そしてそれへの関わりを、ともに分かち合える友人たちと出会えます。フィールドワークや全世界との交

流に参加することで、自分自身の研究関心を生み出します。比較文化学類の他の授業、たとえば、英語圏文学・文化コースの英語での授

業や表現文化領域の授業とあなたの研究を結びつけることができます。

世界に精通しましょう！

PROFESSORHerrad Heselhaus（ヘラト・ヘーゼルハウス）
［ワン・プラネット文学、ワン・プラネット文化学］

　In the “One-Planet” course, I teach the relationship between global (local) crises and culture, literature, 
and philosophy. My teaching and my research are driven by the desire to better understand humankind 
and to find ways to create a more just and sustainable world.
　Check out my website at: https://herradheselhaus.weebly.com/about.html 

　「ワンプラネット」コースで、グローバル（ローカル）な危機や文化、文学、哲学の関係について教え
ています。私は教育や研究を、人類についてよりよく理解し、より公正でサステナブルな世界を創造す
る方法を見出したいという強い願いのもとに進めています。
　私のウェブサイトをチェックしてみてください。
　https://herradheselhaus.weebly.com/about.html
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17コースへの
招待

先端文化学コース

　〈現代〉の世界において、文化、芸術、政治などのあらゆる事象がめまぐるしく流動し、私たちは未知の出来事やイメー
ジに遭遇しています。先端文化学コースでは、既成の学問や理論に頼らない〈自由〉な発想で、〈現代〉の〈切っ先〉に現
れる文化現象を捉えます。そのためには、これまで結び付いていなかった領域や時代を、大胆に横断することも必要でしょ
う。また文化の根源を掘り下げ、その〈自然〉や〈記憶〉を目覚めさせることも必要でしょう。先端文化学コースは、この
ように〈現代〉を捉えるための専門知識や問題解決能力を養成します。

各時代の先端的な思想や理論を踏まえて現代文化について学ぶ。

　本コースでは、みなさんの自由な発想を学問の言葉にするために、〈文化摩擦論〉〈表象文化論〉〈文化記憶論〉〈イメージ人類学〉
〈身体・感性文化論〉などを専門とする教員が、ひとりひとりの自由な発想を受けとめて、ていねいに指導します。世界規模の大
問題でも、ちょっとした心のわずかな動きの問題でも、本コースでは一緒に考えていきます。卒業論文の計画を、学生同士で議
論する機会も設けられています。

PROFESSOR
対馬　美千子

［表象文化論、文学への思想的アプローチ］

　現代文化・社会とのかかわりで現代
の作家や思想家（例、ベケット、アー
レント等）を読んでいます。授業では
学生の皆さんから生まれる思考やこと
ばに耳を傾けることを心がけています。

濱田　真
［近代ドイツ美学・芸術論］

　ドイツを中心にヨーロッパの近代か
ら現代にいたる各時期の文化の諸相を
美学・芸術論的観点から考察し、「先端
文化」の問題を文化記憶の問題と関連
づけて考えています。

廣瀬　浩司
［フランス思想・現象学］

　メルロ＝ポンティの身体論・生命論
から出発して、こころの病理や芸術、
社会の問題にどのような解決をあた
えることができるかを考えています。
ちょっとした感性の気づきを学問のこ
とばにするお手伝いをします。

山口　惠里子
［イメージ人類学、イギリス美術］

　イメージはどのように現れ、どのよ
うに受容され、どのように伝えられるの
か。美術史と人類学の接続したアプロー
チでこの問いを追究しています。主な
フィールドはイギリスのアートシーン。
時代のエッジの上を歩いています。

バーナード・リーチの工房（St. Ives, England）

テート・モダンの
エントランス

(London)
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生命・身体文化、メディア、ジャーナリズムなどをキーワードに、
人間社会の諸問題について複合的な視点から探究する。

情報文化学コース

　太古の身ぶり、手ぶりに始まって、高度に発達した現代の情報メディアを介したコミュニケーションまで、研究対象は複

雑かつ多岐にわたります。「コミュニケーション」という言葉自体、多義的ですが、情報文化学コースでは、「情報」「メディ

ア」「マスコミ」「ジャーナリズム」「大衆社会」などをキーワードに社会科学的・人文科学的アプローチによって情報化社

会の実相を分析し、そこで提起される問題をどう捉えるか、考える道筋や方法の修得を目指します。知的好奇心の旺盛な学

生諸君との出会いを楽しみにしています。

情報化社会の実相を読み解く

（上）授業風景
（下）８Kスーパーハイビジョンの美しい映像

PROFESSOR
海後　宗男

［ デジタル・デモクラシー、市民参加、
非伝統的安全保障、リスク・コミュニ
ケーション］

　最近は市民参加と SNS 活用の実証的
研究を行っています。

白戸　健一郎
［メディア史、メディア文化論］

・知を楽しむこと
・文化への好奇心を持ち続けること
・ 物の背後にある時間と思いを想像す

ること

　メディアに触れずに一日を過ごさないことはほとんどないでしょう。そのような現代の情報社会を読み解くうえで、情報文化学

特有のものの見方や考え方があります。「情報文化概論」や「映像文化論」などの講義科目や「コミュニケーション論演習」や「情

報社会論演習」といった少人数科目を通してそれを習得していきます。また、勉学は勿論のこと、サークル活動に、アルバイトにと多

忙な毎日が続くはずです。そうした日々 の明け暮れのなかにあって、現実や社会に対する強い関心をぜひ持ち続けてほしいと思い

ます。みなさんが取り組むのはなによりもいま社会で生起するアクチュアルな問題であるからです。

メディアに関する研究発表会
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17コースへの
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現代思想コース

　いろんなことを考えるのが好きな人に、めちゃめちゃ楽しい哲学・思想コース。このコースはたぶん日本中でここにしか
ない、生きた哲学の場所。特徴は 4 つ !!

（1） 昔ながらの狭い体系的な哲学研究に閉じこもらない!!　ここでは、芸術・文学・映像・歴史・宗教など、自分の好きな分
野を組み合わせた「マイ・プログラム」で深く深く学べる。

（2） 「哲学者について学ぶ」だけじゃない!!　ここでは「自分の考えたいこと・知りたいこと」（例えば「友達とは何か」「幸せっ
て何か」「戦争って何か」）、つまりあなたの「マイ・テーマ」を自由に掘っていってOK。

（3） 「本を読んで勉強する」だけじゃない!!　ここはみんなで話して、自分の言葉で、自分の実感のある哲学を深めていくと
ころ。例えば「哲学カフェ」っていう授業がここにはある。文系・理系の壁、先生・学生の壁を越えて、多様な人が毎
週ワイワイガヤガヤおしゃべりをして哲学を深めていく。そんな超満員の楽しい授業があるのもこのコースの特徴。

（4） ここは「現代思想コース」じゃない!!　実は、ここで学べるのは、現代哲学、現代倫理学、中国思想、東洋思想。四人の
面白い専門家がいます。出会うだけでも世界が広がるかも（笑）。

　学問は楽しい。そして哲学は本当に面白い。そういう濃い 4 年間を過ごしたい人に。
　ここの先生たちがおしゃべりをしてるYouTube、のぞきに来てね♪

T シャツを着るように哲学をしよう♪ 

　 「哲学カフェ」っていう、コーヒーを飲みながら芸術系や理系の人も来ていっぱい話し合う <ウロコぼろぼろ> 系の「授業」も普通
にある。ハイデガーやヴィトゲンシュタイン、 老子もカントも、ハーバーマスだってどこまでも深く読める。
しかも「わかる!!!」し感動する！　映画や音楽・就活や恋愛・死と生・みんな真剣な哲学のテーマです。「哲学って面白い!!」「大学
来てよかった〜(T.T)」ってみんなハマってます。本当に心の底から楽しくて、そして自分が成長できること。
それが大学でやる真の「学問」 です。濃い四年間、 保証します。

PROFESSOR
五十嵐　沙千子

［ 現代倫理学、哲学カフェ、ハイデガー、
ハーバーマス、シェリング］

　哲学は面白く、人生もまた面白いで
す。モットーは「楽しく ! 」。

井川　義次
［哲学（中国哲学・比較哲学）］

　「天我が材を生ずるは必ず用あるな
り」（李白）。天が私をこの世に生んだ
のは必要があるからだ、というモットー
で日々生きています。

嚴　錫仁
［東アジア思想史］

　現代につながる東洋思想の魅力を勉
強します。

橋本　康二
［分析哲学］

　分析哲学は直観と論理によって世界
を解明していきます。
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思考・認識・言語・論理・倫理／ 社会・実践・経験・歴史・フィールドなどを
キーワードにして、哲学や宗教を学ぶ。

比較宗教コース

　世界の諸宗教を学ぶことが、従来になく、重要になってきています。宗教は人類史に重要な軌跡を残しているところから

分かるように、人間の精神性の深みと関わっており、芸術、文化、経済、政治などとも関係してきます。宗教を通して人間

は神々等との繋がりを見いだし、宗教経験を通して、利他の心で共同体の支援も行います。比較宗教コースは、宗教を人間

現象として捉え、比較研究を通して、学びます。実習を通して、今日の生きた宗教にも触れながら、学びます。

世界の諸宗教を精神性、思想、歴史、社会の観点から学ぶ

（左上）比較宗教演習の様子、（左下）笠間稲荷神社での実習の様子
　（右）常陸国出雲大社での実習の様子

　比較宗教コースでは学年を追って専門的知識が身につくようにカリキュラムを編成しています。概論では、世界の諸宗教

の基礎知識、宗教学の理論、方法を学びます。演習では、最近の研究動向を学びながら、諸宗教の主要な聖典等に触れ、

宗教学の多様なテーマを学びます。講義では、宗教現象をより深く理解していくために、最近の研究動向も含めて、学びます。

また、実習を通して、宗教の実際を見て学ぶことも重視します。

PROFESSOR木村　武史
［ 比較宗教史、先住民族宗教、神話学、宗教と環境・技術］

　世界の諸宗教を勉強するコースです。私の研究領域は、
先住民宗教、神話、北米や日本の宗教ですが、他の宗教に
ついても調べていますので、興味のある宗教、神話、儀礼
等については何でも聞きにきてください。
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　ご存知でしたか？　Tonightなどの名曲で知られるミュージカル（1961年）、West Side Storyの元ネタは、シェイクスピア 『ロミオと
ジュリエット』(1597年）なんです。シェイクスピア のロミジュリでは、ジュリエットとロミオの家が対立していたために、ふたりの恋
人たちの死という悲劇に至りました。1961年版のWest Side Storyでは、舞台は1950年代のニューヨークに置き換えられています。そこ
では、元ネタのロミジュリのふたつの家の対立
が、白人労働者階級と、プエルト・リコからの
移民との対立に置き換えられています。さらに、
2021年には、『E.T』のスピルバーグ監督による、
West Side Story新ヴァージョンが公開されま
した。ロミジュリと、1961年版、2021年版の
West Side Storyを並べてみることで、若者と大
人の対立や、人種対立、格差社会のことを考え
てみたい、そういう授業です。

吉原ゆかり先生 テクスト文化学演習Ⅰどんな授業？
#02

　私は、中央ユーラシア史を専門にして

います。シルクロードの遺産、騎馬遊牧

民が建設した帝国の興亡、イスラームや

仏教に根差す信仰のあり方、社会主義的

近代化の経験、そしてその背景にある多

文化・多言語が共存する人文環境と、広

大な砂漠と草原のコントラストが印象的

な自然景観が織りなす歴史です。しかし

中国の改革開放とソ連のペレストロイカ

が本格化する30年前まで、中央ユーラシ

アの世界を自由に往来することはできず、

その歴史と文化の研究はまさに未知の領

域にありました。水資源をめぐる人々の

共生、抗争、夢想を通じて、中央ユーラ

シアが直面した「近代」を問い直す『中央

アジア灌漑史序説』（風響社、2014年）、

5世紀にわたり生き続ける大河川転流計

画の展開を追いかけた『転流』（風響社、

2019年）は、そうした未知の歴史のスナッ

プショットです。

塩谷哲史先生どんな研究？
#01

サマルカンド（ウズベキスタン共和国）の
シャーヒ・ズィンダ廟

　メディア史を専門としています。近
現代東アジアや戦後日本のメディア史
から研究を始め、最近はメディア政治
史として、昭和戦前期の1920 ～ 30年
代に新聞業界出身の政治家が急増した
現象やその典型例になる中野正剛とい
う人物について研究しています。1920
年代は大正デモクラシーとして、1930
年代は戦争の時代としてのイメージ
が強いかもしれません。メディアや
ジャーナリズムは政府批判や権力牽制
をするべきとして規範的に語られがち

ですが、この時代はメディアと政治の
距離が非常に近かったといえます。メ
ディアが日常生活に浸透し、政治や文
化の情報が飽和した現代において、よ
りベターな政治的意見を作り上げてい
くにはどうしたららよいのか。変化が
激しい現代ですが、そこには過去との
連続性や共通性があり、そうした基盤
の上に今のメディア社会が築かれてい
るなら、歴史的アプローチにより批判
的視座が得られるのではないかと考え
ています。

白戸健一郎先生

戦中期に出版された中野正剛の著書

どんな研究？ #03
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比較文化学類全般について

Ｑ「比較文化」とは何ですか？
Ａ　文化と聞くと、絵画、音楽、教会建

築、文学作品などをすぐにイメージしま

すが、文化は、こうしたものばかりでな

く、人間の生活様式全般を含んでいます。

つまり、文化には、「食」「旅」「歴史」「マ

スメディア」「コンピュータ」など、人間

のあらゆる営みが含まれています。

　「比較文化」とは、それらを「比較する」

ということになります。ただ「比較」は、

いつも何かと何かを具体的に比べなけれ

ばならないということではありません。

むしろ、「比較」は、多様な興味・関心を持っ

ている皆さんが、学類の提供する幅広い

学問分野を自由に履修する中で自然に生

じてくるものです。つまり、たとえ対象

が一つであったとしても、それを、文学

的に、歴史的に、地理的にと、様々な観

点から考えることで、知らずに比較とい

う作業を行っているのです。

Ｑ所属する領域／コースはどの
ようにして決めるのですか？

Ａ　所属領域／コースの決定の仕方につ

いては、入学したときからこれをやりた

いと決めている人もいれば、入学後に授

業などで新しい学問に触れて、興味を持っ

た領域／コースに進む人もいます。 

Ｑ人文・文化学群の人文学類との
違いについて教えてください。

Ａ　二つの学類は、一見すると似ている

ように見えます。実際、一部の専門領域

には連携して行っているものもあります

が、以下の点で異なっています。

１．人文学類には、哲学、史学、

考古学・民俗学、言語学の4つの

主専攻があり、それぞれがさら

にいくつかの＜コース＞に分か

れています。それに対して、比

較文化学類は１つの主専攻しか

ありません。つまり、人文学類

と違って、比較文化学類は、ど

の領域／コースに属したとして

も、比較文化という一つの研究

を行うことができるように設計

されているということです。

２．文学は比較文化学類でのみ学べ、

言語学は人文学類でのみ学べま

す。たとえば日本文学を勉強した

い場合、比較文化学類の「日本・

アジア領域」の「日本文学コース」

に属すことで古典文学や近現代

文学を学ぶことができます。

３．比較文化学類では、英語を始

めとした外国語の学習に力を入

れています。その基本的な方針

として、原語で文献を読むこと

ができる能力はもとより、実際

に使える生きた語学の習得に力

を入れています。

４.　比較文化学類では、人文学類

にはない表象文化（美術・映像・

音楽など）、生命・身体文化、さ

らには、情報文化やメディア、

ジャーナリズムなどの専門領域

を豊富に備えており、これらの授

業科目を通じて現代の文化状況

のアクチュアリティに迫ります。

５．人文学類と重なっているように

思われる、哲学、倫理学、宗教学

などの専門領域についても、人文

学類では文献研究を中心に体系

的に学修するのに対して、比較文

化学類では、こうした学問を社会

に向けて開いていく努力を行う

と共に、フィールド（現場）から

考えていこうとしています。

Ｑ試験はどのように行われるの
ですか？

Ａ　原則として学期完結で授業が行われ、

春・秋各学期の終わりに試験期間が設け

られています。評価については、担当の先

生によって多少の違いはありますが、たい

てい試験やレポートの成績で決まります。

Ｑ他学群、他学類の開設授業科
目は履修できますか？

Ａ　できます。

　学類の枠を超えた履修に対する制限は、

履修や試験について

A
ここが知りたい！！

ここが知りたい！

比較文化

学類って？

履修や試験は？

資格や留学を

考えているのだ

けれど…
学校生活は

どんな感じ

なんだろう？

どんな環境で

勉強するの？
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ほとんどありません。履修した単位は「関

連科目」として、一定数の科目について卒

業に必要な単位数の中に算入されます。

Ｑ領域やコースをまたがって履
修できますか？

Ａ　もちろんできます。

　これは学部・学科というシステムを取っ

ている大学との大きな違いといえるかも

しれません。領域で要求される最低限の

単位を取りさえすれば、各人の関心によっ

て授業を選択し、自分なりのスタイルで

勉強を進めていくことができます。

　異なった専門の授業で会った先生や学

生に刺激を受けることも多いでしょう。

Ｑクラス制度があると聞きまし
たが？

Ａ　入学時に20人ずつ３つのクラスに分

かれ、１年次の春学期には「ファースト

イヤーセミナー」というセミナーを履修し

ます。大学にまだ慣れない時期に、履修

方法から生活の細々としたことに至るま

で、そこで会う友達と情報交換できます。

クラスで出会う友達は、専門とは必ずし

も関係ないので、大学に慣れるために一

緒に苦労した仲間として、逆に長くつき

あえる間柄にもなるようです。

Ｑ先生との関係は？
Ａ　比較文化学類の場合、教員約50名に

対し一学年の学生数は約80名です。これは

他大学よりも恵まれた環境といえるでしょ

う。少人数の授業も多く、また卒業論文の

指導もかなり丁寧に行われています。他大

学の大学院などに進学した人の中には、そ

こでは先生とあまり交流出来なくて寂しい

という感想をもらす人もいるくらいです。

Ｑフィールドワークについて教
えてください。

Ａ　比較文化学類の卒業論文には、フィー

ルドワークに基づくものが少なくありま

せん。とくに「文化地理学」「文化人類学」

「日本研究」「比較宗教」の各コースには、

その基礎を学ぶ授業が設けられています。

ここでは、フィールド文化領域の文化人

類学コースについて紹介しましょう。

　文化人類学コースの場合、フィールド

ワークはもちろん学問的な調査なのです

が、それだけでは済まない、多様な経験

をすることになります。 最初は言葉もわ

からず、慣れない生活にとまどい、孤独

と不安に襲われることになります。 やが

て、現地に生きる人々と一緒に食事をし、

儀礼に参加し、田畑を耕しながら、現地

の社会生活に徐々に慣れていきます。 と

きに、複雑な人間関係のトラブルに巻き

込まれたり、病気に苦しめられたりする

こともあります。 こうして、人々ととも

に泣き笑いを繰り返し、日々を過ごして

いくうちに、人々のもつ知識や言葉に表

せない観念を少しずつ学び取り、さらに

は身体感覚までも身につけていくのです。

Ｑ外国人の先生はいますか？

Ａ　現在、比文専任の外国人教員は韓国

人とドイツ人の２人の先生です。比文で

は、二人が英語による授業を行っていま

すし、「専門外国語」も、英語、ドイツ語、

フランス語、スペイン語、ロシア語、中

国語、韓国語を母語とする外国人の先生

が担当しています。このほか外国人講師

を招いての講演会も開催しており、外国

人の先生から学ぶ多様な機会があります。

資格や留学について

Ｑ教員免許の取得について教え
て下さい。

Ａ　比較文化学類では、国語、社会（高

校は地歴、公民）、英語の教育職員免許状

が取得可能です。くわしくは、本学メイン

ホームページの「教職課程」（http://www.

tsukuba.ac.jp/education/tt-programs/

index.html）等を参照して下さい。

　また学芸員、司書教諭の資格を取るこ

とも可能です。

Ｑ語学力をつけたいのですが、
比較文化学類ではそのような
授業はありますか？

Ａ　比較文化学類では語学をとくに重視

しています。英語については、３年次ま

で専門外国語の授業を設けており、ディ

ベートやライティングなど生きた語学力

を高めることができます。外国人教員の

授業もありますのでコミュニケーション

学食おいしいよ！

環境も充実！

ためになる

就職・キャリア支援交流会

A
ここが知りたい！！

ここが知りたい！
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能力を養うことができます。初修（第2）

外国語は、比較文化学類でも独自の科目

を開設しており、やはり外国人教員によ

る授業があります。ドイツ語・フランス

語・中国語・ロシア語・スペイン語・韓

国語に加えてギリシア・ラテン語・イン

ド古典語が学べます。他にチベット語や

イタリア語も学べ、学習の刺激になりま

す。比較によって、英語だけではわから

ないことが見えてくるからです。演習な

どで外国語の論文を読めば、歯ごたえの

ある文章を読みこなす力を高めることが

できるでしょう。また比較文化学類では

現代文化や諸地域の問題への関心を重視

していますから、それによって、たんな

る機械的な学習にとどまらない、アクチュ

アルな語学学習の動機を高めることがで

きるでしょう。

Ｑ留学制度はありますか？
Ａ　カナダ・中華人民共和国・マレーシ

ア・オーストラリア・エジプト・アメリカ・

ドイツ・ポーランド・ロシアなどの大学

と交流協定を結んでいます。また交換留

学制度がなくても、イギリス・アメリカ・

フランス・スペイン・カナダ・韓国・ト

ルコなどさまざまな国へ自発的に留学す

る学生がかなりいます。

　くわしくは、本誌の「留学」のページ（グ

ローバル・コモンズ 電話029-853-7420）、

比較文化学類が発行している「留学ハン

ドブック」（学類ホームページよりダウ

ンロードができます）、本学メインホー

ムページの「海外留学を希望する方へ」

（http://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/

go-abroad-stay/index.html）等を参照して

ください。

Ｑインターネットは使えますか？
Ａ　インターネット利用を助けるため、

筑波大学では、自由に利用できるパソコ

ンを図書館、学術情報処理センター、比

較文化学類のコンピュータ室など多くの

ところに置いています。学生は誰でもメー

ルアドレスをもらえ、ホームページを作

ることができます。この環境を利用して

みなさんもさまざまな情報を得たり、メー

ルを交換したり、情報を世界に発信した

りすることができます。また学生宿舎に

は各室にLANが引かれています。

Ｑ図書館は充実していますか？
Ａ　筑波大学の附属図書館は他大学に比

べてもとても充実していて使いやすく、

授業のレポートはもちろん、卒業論文を

書くまで、まず困ることはないでしょう。

洋書や貴重書なども多く、むしろ蔵書が

充実しすぎていて、選べなくて困るくら

いです。自宅からでもインターネットで

蔵書検索ページにアクセスすれば、キー

ワ一ドで簡単に検索したり、貸し出しを

予約したりできるので便利です。検索を

はじめ、図書館を使いこなすためのさま

ざまな手段については、しばしばガイダ

ンスが行われ、また先輩や教員もていね

いに教えてくれるでしょう。貴重な古典

籍や過去の新聞なども、マイクロフィル

ム・電子データだけでなく原本を見るこ

とができます。詳しくは筑波大学附属図

書館のホームページ（http://www.tulips.

tsukuba.ac.jp/lib/）を参照してください。

勉強の環境について

サテライト室でのオリエンテーション
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全学学類・
専門学群・
総合学域群
代表者会議

学生組織紹介
Student Organization Introduction

▼全学学類・専門学群・総合学域群代表者会議

▼新入生歓迎委員会

▼クラス代表者会議

▼オープンキャンパス委員会

生活の環境について

Ｑ学生宿舎について教えてくだ
さい。

Ａ　筑波大学では、ほとんどの１年次生

が入居できるだけの学生宿舎を、キャン

パス内に用意しています。筑波大学の宿

舎は、いわゆる「寮」とは違って、管理は

学生自身に任されています。いわば大学

が提供してくれるアパートのようなもの。

門限はありません。

Ｑ車がないと不便だと聞いたの
ですが。

Ａ　かならずしもそうではありません。

大学周辺には、大きなスーパーもあり、

飲食店なども多いので、自炊をしない人

でも心配はありません。学生食堂で夕食

をとることもできます。

　学内ならば移動は自転車ですみ、低額

のバスも通っています。周辺の地域から、

バスなどを利用して通っている人もいま

す。

Ｑアルバイトはどうやって見つ
けるのですか？

Ａ　一般的なものから家庭教師、塾講師

に至るまで、さまざまなアルバイトを大

学で紹介しています。また先輩などから

紹介される人も多いようです。

Ｑサークル活動にはどのように
参加するのですか？

Ａ　入学時のオリエンテーションなどで、

先輩たちがくわしく説明してくれます。

また大学からも、公式のパンフレット『課

外活動団体紹介誌』が渡されます。全サー

クルについてそれぞれ活動している曜日

と時間、場所などとともに、活動内容が

紹介されています。ただ、大学が認めて

いない、問題があるサークルが本来の目

的を隠して勧誘することもあるので、十

分に注意してください。

Ｑサークルはどこで活動してい
るのですか？

Ａ　文化系・体育系・芸術系の三つのサー

クル会館と呼ばれる建物があり、そこを

拠点としている団体が多いです。ほかに

一般の教室を用いたり、運動の場合は体

育施設を用いたりすることもあります。

また学外の施設を利用している場合もあ

ります。

A
ここが知りたい！！

ここが知りたい！
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　クラス代表者会議（通称、クラ代）は各クラスから選出されたクラス

代表によって構成されている大学公認の学生組織です。比較文化学類で

は例年各クラスから 2 名ずつ選出されており、学類内やクラス内から出

た学生生活における問題・意見を収集し、先生方や大学・学類に伝達す

る役割を持っています。主な活動としては 1・2 年生のクラス代表が参加

して学類・クラスに関する問題や決め事について定期的に話し合う「定

例会」のほか、比文生の意見をアンケートなどで集約し、先生方と話し

合い大学・学類へ提出する「クラス連絡会」を年 2 回開催しています。また、

学習室の整備や新歓・オープンキャンパス委員会との連携など、比文生

の学生生活をよりよくするためにさまざまな活動に取り組んでいます。

クラス代表者
会議

　私たち新歓委員会は新入生の円滑な学生生活のサポートをするため、

様々な企画を行っています。オリエンテーション局、イベント局、パン

フレット局に分かれ、それぞれ入学式後のオリエンテーションの企画・

実行、新入生同士・新入生と上級生の間の交流を図る多くのイベントの

企画・実行、合格後に、大学についての情報をお届けする『とらのしっ

ぽ』『虎の巻』などのパンフレットの発行を行なっています。これらの企

画を通して、新入生がより多くの人と知り合い、より多くの情報を得て、

快適な学生生活を送れるよう、活動に積極的に取り組んでいます。

新入生歓迎
委員会

　オープンキャンパス委員会では毎年 8 月に行われる筑波大学説明会に

おいて、受験生に向けて比較文化学類でできる学び、つくばでの大学生

活、比較文化学類の受験などについて説明会やイベントを通して伝えま

す。説明会では学生による大学紹介や教員による受験説明、模擬講義を

行います。イベントとしては教員や学生による個別の面談や大学構内案

内を行います。また、筑波大学での生活や受験についてまとめたパンフ

レットを作成し、公式の学類紹介とともに配布します。これらの活動を

通して受験生に比較文化学類の良さを伝え、さらに受験や入学後におい

て役立つ情報を提供します。

オープン
キャンパス

委員会
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比文生の一日
宅通編

宅通の朝は早い。

東京在住ですが、TXは早いの

で駅までは1時間もかかりませ

ん！

バスで移動します。

これが結構混んでいて時間が

かかります。

お昼ご飯は学食と決めてい

ます。

大学内には食堂が10店舗以

上あるので飽きないです！

控え室で勉強したり、図書館に行ったり。
たまにスターバックスでおやつを食べたり。

すぐ帰ってもいいのですが、

お腹がすくので外食したり、

友達の家に行って一緒にご飯

を作ったりします。

電車の中ではSNSを見たり、

課題をしたりしています。

遅すぎると明日に響くの

で、割と早めに寝るように

しています。

1年次のある木曜日

平砂学生宿舎から教室まで

は自転車で5～10分！

急げ！

1年次の必修授業！

昼休みの学食は大にぎ
わい！
パンやお弁当も充実して
います。

広く自然豊かな大学構
内でランニングするの
は爽快！

他学類の授業も
取りやすい！

「比較文化研究」や「概

論」は主に1年生向けの授

業です。
あまり知らない分野でも

基礎から学ぶことができ

るのでオススメです！

大学周辺には美味しいお店がたくさんあります！

試験期間にはテスト
勉強やレポートの作
成に追われます…
コツコツ取り組もう！

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

25:00

8:00

8:40

11:25

12:15

13:30

18:30

16:30

15:00

21:00

22:00

25:00

起床
朝食・宿舎を出発

昼休み（学食で昼食）

1・2限　データサイエンス

3限　比較文化研究

4限　概論科目

5限　日本語・　　
日本文化学類
の授業　　　

一旦宿舎へ
（家事・洗濯など）

部活のトレーニング

夕食（同期とトンカツ屋へ！）

宿舎へ帰宅・課題

就寝zzz…

起　床

出　発

つくば駅着

つくば駅着

大学着

2限

3限

空きコマ

5限＆6限

授業終了

夕　食

バスに乗る

昼休み

07:45

08:30

09:30

10:00
10:10

11:25

12:15

13:30

15:15

18:00

19:00

20:00

20:20

22:00
22:30

23:30

24:30

自由時間

帰　宅
お風呂

就　寝

　ここでは、比較文化学類の学生の日常を学生目線でみなさんに紹介しようと思います。以下に紹介するのはあくまでもモ

デルなので、みなさんの興味ある授業を積極的にどんどん取ってみてください!!　ただ、絶対に取らなくてはいけない授業

（必修授業といいます）や、受講制限のある授業もいくつかあるので、細かな履修については、しっかり履修要覧やシラバス

を熟読してくださいね。では、平日と休日の過ごし方について、それぞれ紹介していきます。

平砂学生宿舎 第２エリア食堂

比文生の一日
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卒業後の進路

■マスコミ・出版
日本放送協会（NHK）
読売新聞
共同通信社
時事通信社
日本テレビ
テレビ信州
テレビ新潟放送網
東北新社
中央出版
宝島社
帝国書院
天狼院書店
中国新聞社
日本経済新聞社
上毛新聞社
日経 BP
朝日広告社
BuzzFeedJapan
電通アドギア
博報堂プロダクツ
NHK エンタープライズ
エイベックス
マイナビ
第一法規
■金融・保険

常陽銀行
筑波銀行
群馬銀行
静岡銀行

清水銀行
水戸信用金庫
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
三井生命
アメリカンファミリー生命保険
かんぽ生命
アフラック生命保険
■商社・流通

伊藤忠エネクス
三菱商事ファッション
イオンリテール
カスミ
ニトリホールディングス
レナウン
ZOZO
東京流通センター
住友倉庫
中央物産
■運輸・旅行

日本航空
全日本空輸
東日本旅客鉄道（JR 東日本）
富士急行
日本交通
首都高速道路 ANA セールス
クラブツーリズム
エイチ・アイ・エス
プリンスホテル
星野リゾート

JTB
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
■情報・通信

日本 IBM
楽天
ソフトバンク
NTT 東日本
アイレップ
兼松エレクトロニクス
■サービス

セコム
サンリオエンターテイメント
coly
ufuru
ニチイ学館
リクルートジョブズ
パソナ
Indeed Japan
■食品

味の素ゼネラルフーズ
江崎グリコ
カルビー
サントリーホールディングス
■建設・機械・電気

日本電気
大林組
川崎重工業
三井住友建設
日立建機
スズキ

ボルボグループ
日化エンジニアリング
三井ホーム
■製造・販売

パナソニック
YKK 
ダイキン
ジョンソン・エンド・ジョンソン
日立製作所
TOTO エムテック
ユニクロ
ライオン
DHC
イープラス
大同 DM ソリューション
ボーネルンド
マザーハウス
イオン
東京インテリア家具
■不動産

グローバルリンクマネジメント
NTT 都市開発
■医薬品

Meiji Seika ファルマ
ジャルカードアステラス製薬
シード
塩野義製薬
■その他

国家公務員共済組合連合会
牧阿佐見バレエ団

企業・団体
■公立

茨城県 千葉県 群馬県 埼玉県 静岡県 山梨県 愛媛県 鹿児島県

■私立
大妻中学高等学校 錦城高等学校 フェリス女学院

教　員

■官庁他
外務省　　　　国土交通省　　総務省　　　警視庁　　　海上自衛隊　
東京消防庁　　宮城県警

■他
筑波大学
東京大学
高エネルギー加速器研究機構

日本芸術文化振興会（国立劇場）
日本新聞協会
法務省宇都宮保護観察所

中小企業基盤整備機構
横浜労災病院
静岡県立病院機構

■自治体
東京都
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

千葉県
静岡県
長野県
富山県
長崎県

いわき市
秩父市
石岡市
ひたちなか市
つくば市

守谷市
常陸太田市
筑西市
横浜市
逗子市

神戸市
福山市
松江市
阿波市
港区

目黒区
荒川区
北区
糸満市

官庁・自治体・独立行政法人等

北海道大学
東京大学
一橋大学

東京外国語大学
名古屋大学
金沢大学

京都大学
大阪教育大学
広島大学

白百合女子大学
東洋大学
明治大学

早稲田大学
東北大学
プリンスエドワード島大学

■他大学大学院

■筑波大学大学院
人文社会科学研究群 生命地球科学研究群 人間総合科学研究群

進　学

楽し く 生 き る ! !
― 比文のキャリア支援 ―

　「キャリア教育」とか「キャリア支援」というと、「就活の準

備でしょ ?」と言われます。他大学でも「キャリア支援」といえ

ばまさに「就職支援」。でもそれは大間違い !

　私たちが考える「キャリア」って、あなたの「人生」のこと。

あなたの生きている「この毎日」がまさにあなたのキャリア。

つまりあなたはも
﹅ ﹅

うあなたのキャリアを生きているのです。だ

とすれば「キャリア支援」って ? それは、あなたがあなたの人生

を「もっと楽しく」、あなたの毎日を「もっとあなたらしく」生

きていく支援なのです。

　そのために必要なのはなにか ?

　それは「どんな人とでもフツーにつながっていける力」「どん

な場所でも縮こまらず、下を向いて生きず、自分を責めず、他

人の目を気にして迎合せず、目の前にいる人と一緒に考えて一

緒に作っていける力」なのではないか ? そう私たちは思っていま

す。人生にはいろんな場面がある。でも、どんな時でも自分を

殺さずに、目の前にいる人と普通に、平らにつながって、一緒

に問題を解決していけば、きっと人生はどうにかなる。そうな

ればどんな場所に行ってもあなたは「ドレイ」にはならない。きっ

と人生はあなたのものになります。

　もちろん「狭い意味」での就職支援も比文は提供しています。

４年生たちとの「就活経験シェア会」、卒業生を迎えての「卒業

生フォーラム」、各種インターンシップ、最先端の研究を行って

いる研究施設、大学・会社・社会の第一線で活躍する卒業生の

職場などを訪れて研究者や企業家と話す機会 etc. 本学のキャリ

ア支援室・就職課との連携だって比文はとても緊密です。でも、

それだけじゃない。上級生と一緒にお菓子を食べながら時間割

を相談する「履修相談会」、みんなで話題の映画を見て話し合っ

たり、自分たちのためのイベントを考えたりする「比文プロジェ

クト」。全部「いろんな人とつながって、あなたがあなたの毎日

をプロデュースするためのキャリアの機会」、私たち比文があな

たに提供しているキャリア・プレゼントなのです。

　ここはあなたが「楽しく生きる」ことをトライする場所。そ

のトライが、卒業後のあなたの人生に直結する、今「ここ」での、

もう始まっているあなたのキャリアなのです。

卒業生は、マスコミ、教育はもちろんのこと、
　　　　金融、流通、地方行政、国際機関、NGOなど、各界に広く受け入れられています。

　　　　大学院に進学する人も少なくありません。
社会で活躍する著名な先輩たちのなかには、芥川賞作家、マンガ家、クリエーターなどもいます。

比文で取得できる免許
　本学類では、教科および教職に関する科目を所定の単位数満たせば、中学校教諭一種・
高等学校教諭一種の普通教員免許状（国語、社会（中）、地理歴史（高）、公民（高）、英語）
を卒業時に取得できます。ほかにも、社会教育主事、学芸員、司書教諭などの免許も取得
可能です。

就職・キャリア支援交流会

■ 近年の主な卒業生進路（例）
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各界で活躍する卒業生たち

私は比較文化学類を卒業後、筑波の大学院で演劇を研究し、今は

富山の製薬会社を経営しています。仕事の傍ら研究を続け、2～3年

に 1 冊のペースで本を出したり、出版社からの依頼でインタビュー

をしたりもしています。

比文には、自分の好きなことを自由に研究できる環境がありまし

た。演劇を研究したのも、大学に入ってから芝居を観たり、舞台の

スタッフを手伝ったりしたことがきっかけです。

今の世の中は、すぐに「役に立つ」知識ばかりが求められていま

す。しかし、変化の早い時代には将来、何が「役に立つ」か分かり

ません。比文に興味があるみなさんは、文学、映画、マンガ、アニ

メ、ゲームなど、きっと

何か好きなものがある

でしょう。たとえ仕事に

直結しなくても、人生で

辛い出来事にぶつかっ

たとき、その好きなもの

がみなさんを救ってく

れるはずです。ぜひ比文

で好きなもの極めて、本

当の生きる力を身につ

けてほしいと思います。

比較文化学類文化地理学コースを卒業後、筑波の大学院で地理学
を専攻し、現在は観光分野に特化したシンクタンクで研究員として
働いています。政府観光統計や旅行市場調査の集計分析といった業
務を中心に、観光の振興や発展に携わるお仕事をしています。

旅行や観光と聞くと身近で取っつきやすいイメージを持たれるか
もしれませんが、実は様々な要素が絡み合った複雑なテーマの一つ
です。このテーマに取り組むには、 1 つの分野における専門性だ
けでなく、しなやかで分野横断的な思考や発想が必要だと日々感じ
ています。

比較文化学類では地理学のみ
ならず、外国語や歴史、文化、
思想、メディア論など幅広い分
野を学びました。そこで培った
社会で起きる現象を多角的に捉
え、分析する力が今の仕事に活
きています。

留学生も多くグローバルな筑
波大学と学際的な比較文化学類
の良さが相まって、”比文”で過
ごす学生時代は皆さんの視野と
活躍の場を大きく広げてくれる
はずです！

笹山敬輔
富山めぐみ製薬株式会社／代表取締役社長
1998年度入学、2004年度卒業　比較現代文化専攻

武智玖海人
公益財団法人日本交通公社　観光経済研究部　研究員
2012年度入学、2015年度卒業　文化地理学コース

比較文化学類を卒業後、筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・

人類学専攻に進学し、2020年4月に現職に就きました。

日本史や地域研究に興味を持って入学した私は、日本研究分野を

選びました。卒業論文では、アジア・太平洋戦争の時代に刊行され

ていた子ども向けの週刊誌を分析し、当時の子どもたちに求められ

ていた「小国民像」を考察しました。

現在、流山市立博物館で学芸員として働いています。博物館の主

たる機能は資料を集め、保管し、それらを調査・研究し、展示・公

開すること、あるいはその成果を普及することで、学芸員はそのす

べてに関わる仕事です。その多岐にわたる業務から「雑芸員」と自

嘲的に言われることもあります。そうした仕事の内容は、自分の専

門とは関わらないことも珍しくありません。私自身の場合も、市内

を走る鉄道の資

料を調べる傍ら、

展示会を企画し、

あるいは古文書

講座や子ども向

けイベントの準

備を進める……

といった日々を

送っています。

伊藤智比古
流山市立博物館学芸員
2012年度入学、2015年度卒業　地域主専攻日本研究分野

小野美菜子
つくば市高エネルギー加速器研究機構（KEK）
2012年度入学、2015年度卒業　日本文学専攻

公益財団法人日本交通公社
「旅の図書館」にて

所属は2021年3月時点

「筑波大学に入って研究者になりたい」私は志望動機に堂々とこう

答え、入学を果たしました。入学してからは、昔から好きだった日

本文学だけではなく、興味のあったドイツ語を学び、民俗学や地域

研究のゼミも受講しました。気になった分野にアクセスできるのが、

比較文化学類の強みです。

さて、私は現在、つくば市の高エネルギー加速器研究機構（KEK）

の職員として働いています。納得しての就職でしたが、もう少し卒

業論文を深めたいと思い、放送大学の修士課程に進みました。平日

は仕事、休日は図書館という生活は苦しい時もありましたが、無事

に修了することができました。

大学生活で培われる、情報処理能力や表現力は、仕事をするうえ

で活きてきます。しかしそれ以上に、自分の「好き」に真剣に向き

合い考え抜くとい

う経験は、一生の

財産です。たくさ

んの「好き」があ

る人も、一つのこ

とが熱烈に大好き

という人も、比文

で深めてみてはい

かがでしょうか。

39COMPARATIVE CULTURE



各界で活躍する卒業生たち

福島県の地元紙、福島民報社で記者として働いています。東京電
力福島第一原発事故の被災者が国や東電に損害賠償を求めた裁判の
取材などを主に担当しています。

さて、私の大学時代は決して順風満帆ではありませんでした。留
年や休学を重ね 8 年間！在籍しました。留学など大きな目的があっ
た訳ではありません。大学にうまく通えない時期があったのです。

逆を言えば、比較文化学類はそんな学生を受け入れてくれる懐の
広い場所です。私は当初、学校に行くのが苦手な自分を受け入れら
れませんでした。家族や親族にもかなり迷惑をかけましたから。た
だ、比文で学び、世の中が広く見えるにつれ「こんな大学生活もア
リだな」と開き直れるようになりました。この経験は新聞記者とい
う仕事でも役立っています。

8 年もかかって就職は？という疑問もあるでしょう。でも、自
分の経験を受け止めてアウトプットできれば必ず縁があります。

比較文化学類は
多様な生き方が学
べる場です。いつ
か、比文を選んだ
皆さんと同門の友
としてお会いする
日を楽しみにして
います。

現在、静岡局に勤務しています。ニュースのリポート、報道や

旅、ドキュメンタリー番組の企画・制作を担当しています。仕事で

大切にしているのは、自分の見方や考え方が全てではないという前

提を持ち、相手はなぜその見方・考え方をするのか、客観的に受け

とめるよう努めることです。振り返ると、こうした姿勢は、比較文

化学類の学びで築かれたものだと感じます。専攻の比較宗教は、宗

教を相対的に比較し「人はなぜ聖なるものを信仰するのか」という

問いの答えを探す学問。国境や言語の違いを超えて、何かを信じ尊

ぶ気持ちが共有されることに、人の心の豊かさ感じていました。と

はいえ、大学時代の思い出というと、 3 食のソフトクリームを片

手に、友人とひたすらおしゃべりしていた光景が浮かびます。一生

の友との出会いも

含めて、私の人生

の礎になった時代

です。自由気まま

に、興味の赴くま

まに、比文で様々

な学びに触れ、実

り 多 き 4 年 間 に

していってくださ

い。

吉田雄貴
福島民報社/編集局社会部記者
2009年度入学、2016年度卒業　比較現代文化専攻

倉富春奈
日本放送協会　ディレクター
2013年度入学、2016年度卒業　主専攻は比較宗教コース

日本史と教職に関心があった私は、筑波大学を進学先に決めまし
た。比較文化学類を選んだ理由は、自分の興味や関心に沿って主体
的に学べるからです。

比文では、日本研究コースに所属し、伊藤純郎先生、山澤学先生
のもとで地域史研究の基礎知識や方法論を学びました。また、広島
や長崎に足を運び、京都の祇園祭を見学し、栃木県芳賀町で聞き取
り調査を行い、卒論では石岡のまつりを題材に、創られた「伝統」
に関して論じました。

比文を卒業後、修士課程教育研究科 に進み、比文での研究テー
マを発展させ、地域史を活用した歴史学習について修士論文を執筆
しました。

令和 3 年度から高校地歴科の
教員として茨城県立太田第一高
等学校に勤務しています。常陸
太田は晩年の水戸光圀が過ごし
た隠居所である西山荘がある地
です。比文で培った研究手法を
活かし、足元から問い直す歴史
研究をこれからも続けたいと思
います。そのような一生ものの
テーマを、みなさんも比文で見
つけてみませんか。

境野圭佑
茨城県立太田第一高等学校教諭
2015年度入学　2018年度卒業　日本研究コース

比較文化学類で学んだ文化人類学を深めようと、京都大学大学院

（修士課程）に進学。その後、就職・転職を経て、現在はアパレルブ

ランドを営んでいます。

いつの、どんな経験や繋がりが、今の自分を助けてくれるのかわ

からないと思うことがあります。個人で活動する現在、とくに痛感

します。だからこそ、好奇心をもって動き回ることや、垣根なく多

様な人と関わることが大切だと感じます。

思い返せば、一見役に立つのかわからないような学問に触れたり、

ニッチな知識・知恵をもった変人たちと交流したり、学生時代にこ

うしたことを「面白がれる」ようになったことが、今の自分を支え

てくれています。

正直、部活動一色と言っ

ても過言でなかった 4 年間

を過ごしました。しかし、

そのなかでも、かけがえ

のないことを学べたのは、

各々のペースに寄り添うゆ

るやかな学風と、一方で、

学ぶ意欲にきちんと応えて

くれる環境が比文にあった

からだと感じます。

池上慶行
land down under 代表
2012年度入学、2016年度卒業　文化人類学専攻

所属は2021年3月時点
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総合選抜での受験

〈個別学力検査等　前期日程（総合選抜）〉を、「文系」「理系Ⅰ」「理

系Ⅱ」「理系Ⅲ」のいずれかの選抜区分で受験します。

総合学域群

入学後の 1 年間は「総合学域群」に所属します。ここで、さまざ

まな問題意識や将来の夢をもつ学生たちと接することができます。

1 年間の学びの後、所属する学類・専門学群が決まります。これ

を「移行」と呼びます。

・1年次の学修

学類・専門学群の学生と同様に、「共通科目」（体育、外国語、

情報など）および各学類・専門学群が提供する全学向け入門科

目である「専門導入科目」を主として学修します。

各学類・専門学群への入学者が、学類が定めた計画に沿って学

修するのに対して、総合学域群の学生は、2年次での移行先を絞っ

ていくために、複数の学類・専門学群の提供する科目をより幅

広く学修することになるでしょう。比較文化学類を志望先の 1

つとするには、比較文化学類が提供する専門導入科目を 2 つ学

修していれば大丈夫です。

・各学類・専門学群への移行まで

1 年次のおわりに、2 年次に「移行」する学類・専門学群が決ま

ります。どの学類・専門学群に移行するかは、学生本人の志望と、

入学後の成績等に基づいて決定します。

比較文化学類では、総合学域群から 20 名の学生を受け入れます。

うち 17 名は「文系」優先受入枠です。また 3 名の範囲内で「理

系」からも移行可能です。

＊ 詳しくは、下記の総合学域群 Web サイトをチェックしてください。

　URL　http://scs.tsukuba.ac.jp/

参考 「文系」の学生が移行先として選びやすいのは…

「文系」選抜区分での
入学者を優先して
受け入れる学類

人文学類
比較文化学類
日本語・日本文化学類
社会学類
知識情報・図書館学類
看護学類

とくに優先受入枠を
設けていない
学類・専門学群

国際総合学類
教育学類
心理学類
障害科学類
医学類
芸術専門学群

ほかにも、体育専門学群を除くすべての学群・学類に移行する道
があります

総合選抜で受験し、
２年次で比較文化学類に進む

比較文化学類で学ぶには、入学時から比較文化学類
に所属する方法のほかに、筑波大学が令和３年度

（2021 年度）入試から新たに取り入れた「総合選抜」
で受験する方法があります。

Q AQ1：前期日程の総合選抜と学類・専門学群選抜を併
願できますか？

Q2：総合選抜と学類・専門学群選抜では出願資格
に違いはありますか？

A1：できません。

A2：ありません。

Q3：総合選抜と学類・専門学群選抜の試験問題は
違うのですか？

A3：同じ問題です。

Q4：高校時代の成績や入学試験での成績は学類・
専門学群への移行に関係しますか？

A4：まったく関係しません。

２年次から卒業まで

比較文化学類生として
比較文化学類に移行した学生は、

２年次から卒業まで比較文化学類生として学びます。
総合学域群時代に培った広い視野や

人間関係を生かしながら、
充実した学生時代を送ってください。
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入試案内

アクセス

筑波大学　比較文化学類
〒 305-8572　茨城県つくば市天王台 1-1-1

筑波大学　比較文化学類長室（筑波大学 2C 棟 301-1）
TEL. 029-853-6751　FAX. 029-853-4551

http://www.hibun.tsukuba.ac.jp/

■アドミッションセンター入学試験（AC 入試）
　試験時期／ 10 月　　試験科目／書類審査、面接　　募集人員／ 5 名
■推薦入学試験
　試験時期／ 11 月　　試験科目／小論文、面接　　募集人員／ 20 名
■一般入学試験
　試験時期／大学入学共通テスト 1 月・個別学力検査　前期日程 2 月
　試験科目／（前期日程）大学入学共通テスト、個別学力検査
　募集人員／総合選抜 20 名（ 2 年次受入定員）、学類選抜 35 名
このほかに、以下の入試があります。
　● 「私費外国人留学生入試」（日本国籍を有しない者が対象／試験時期 2 月／若干名）
　● 「国際バカロレア特別入試」（国際バカロレア資格取得者が対象／試験時期 11 月／若干名）

令 和 6 年 度 以 降 の 入 試 情 報 に つ い て は、 大 学 入 試 課 に よ る 広 報（http://www.tsukuba.ac.jp/
admission/undergrad/news_undergrad.html）をご確認ください。

比較文化学類についての詳しい情報はオープンキャンパスで !
変更の可能性があるので事前に必ずホームページ等で確認してください。
比較文化学類ホームページ　http://www.hibun.tsukuba.ac.jp/

〒 305-8577
茨城県つくば市天王台 1-1-1
筑波大学　教育推進部　入試課
TEL. 029-853-6007（直通）

問い合わせ先

オープンキャンパス

○つくばエクスプレス（TX）
秋葉原から終点「つくば」駅まで快速で約
45 分です。「つくば」駅からは「筑波大学循環」
または「筑波大学中央」行きの関東鉄道バ
スに乗り換えてください。

○ JR 常磐線
土浦駅、荒川沖駅またはひたち野うしく駅
のいずれかで下車し、バスを利用。一度

「つくばセンター」のバスターミナルで乗り
換えて「筑波大学循環」または「筑波大学
中央」行きの関東鉄道バスに乗り、約 40 分。

○高速バス
東京駅八重洲南口高速バスターミナル発の

「筑波大学」行き乗車で約 75 分です（「つく
ばセンター」止まり（約 65 分）の場合は、
終点「つくばセンター」で「筑波大学循環」
または「筑波大学中央」行きのバスに乗り
換えてください）。

○自動車
常磐自動車道「桜土浦 IC」で降り、「東大通
り」を北上すると、約 15 分で筑波大学構内
に着きます。または圏央道「つくば中央 IC」
で降りて、県道 19 号線と 24 号線を経由し
て北上する場合でも、約 15 分で筑波大学に
到着します。

比較文化学類の教室や学類長室がある第二
エリアには「筑波大学中央」のバス停が便
利です。

圏央道
土浦駅

つくば駅

万博記念公園


