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そのほか、人文学部には、下記の特別入試があります。

なお、入試情報の詳細は、令和5年度入学者選抜要項および学生募集要項を参照してください。

●帰国子女特別入試　●社会人特別入試　
●帰国子女特別入試（10月入学）
●私費外国人留学生特別入試
いずれも若干人

●3年次編入学入試 （定員6人）

■ 学生募集要項（出願書類添付）請求方法
募集要項（出願書類添付）を請求する場合は、新潟大学Webページの資料請求ページ

（https://www.niigata-u.ac.jp/admissions/request/）にアクセスして請求してください。

奨学金、学費・経済支援制度
　新潟大学独自の支援制度として、「輝け未来！！新潟大学入学応援奨学金」（入学準備資金が不足する人への経
済的支援として一時金を給付）、年間学業成績優秀者を対象にした返還不要の奨学金があります。
　他にも、学資の支払いが一時的に困難な学生に対する修学支援金を貸与する制度や、人文・法・経済３学部の
奨学金制度も存在します。人文学部では約4割の学生が各種奨学金制度を利用しています。詳細は、新潟大学
Webページ（https://www.niigata-u.ac.jp）か学務部学生支援課（Tel.025-262-7337）にお問い合わせください。

一般入試

推薦入試

計

前期日程

後期日程

人定員140

人定員 40
人定員 30
人定員210
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心のしくみを実証的に解き明かす心理学と、人間の精神が生み出してきた思想的文献を読み解く人間学の分野
を学びます。

Psychology and Human Studies

09

世界の歴史的・文化的・社会的背景を、様々な調査を通して明らかにします。
歴史学、社会・地域文化学、メディア論などを学びます。

Society and Culture

15

日本、中国、朝鮮、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、ロシアの言語・文学・文化を学びます。
そのために必要となる高い言語運用能力、鋭い言語感覚、そして豊かな表現能力を身につけます。

Languages and Cultures

　大学では、自分の学びたいことを自由に学ぶことができます。人文学部ではとくに、学び
を通じて皆さんに二つのことを身につけてほしいと願っています。一つは、視野を広げて多
様なものの見方ができるようになること、とくに自分とは異なる立場を想像し、その考え方を
理解できるようになること。もう一つは、迷った時につねにそこに立ち返ることができるよう
な、自分の背骨となる思考の軸をつくることです。
　私たちがいま生きている世界は、これまで以上に不安定で、不透明です。突然戦争が起
こり、感染症は世界中で社会のあり方を一変しました。日本では地震や豪雨などの災害に
不意に襲われることも多く、人口はどんどん減り、環境や社会をこれからずっと持続していく
ためには相当の努力が必要です。先が見えすぎるのもつまらないけれど、不透明な未来は
人を不安にします。でも、そんな時代だからこそ、「知」が私たちの武器になると思うのです。
　人文学部には多くの専門分野があります。とくに最初のうちは、できるだけ広く学んで下
さい。授業でも読書でも、そこにはさまざまな出会いや思いがけない発見があるはずです。２年生から主専攻プログラムに進
みますが、その一つ一つがゆったり広めに設計されています。また新潟大学は、学部の枠を超えた「副専攻プログラム」に
も力を入れていて、自分の好奇心に応じて本当に幅広く学ぶことができます。複眼的な思考を身につけると、ものごとが立
体的に見えてきます。
　そうやって視野を広げることはとても重要なのですが、自分の「軸」がないと、どんどん拡散して、収拾がつかなくなるかも
しれません。人文学部では、最終的に特定の専門分野を選び、ゼミで関心を共有する仲間と議論し、その専門を深める形
で卒業論文を書いてもらいます。これまで広く学んできたことも生かしながら、自分の背骨となるような深い探求を目指すの
です。広い学びと深い学び、それを駆動する好奇心と想像力は、皆さんの一生の宝物になるはずです。



　新潟大学人文学部は、人間・社会・文化を対象として、多角的・総合的な視野から教育と研究を行うことを
理念としています。幅広く人文学の諸分野について学修できる良質な環境を整えることにより、次の4点に集
約される基本的能力・態度・姿勢を有する人材の養成を目標にしています。

　こうした教育理念に基づき、人文学部では、しっかりとした基礎学力と旺盛な学習意欲をもつ人、豊かな感
性と強い関心をもって学習に取り組む人、そして人間・社会・文化に関わる諸問題に関心のある人の入学を
望みます。

　人文学部のカリキュラムは、「教養教育に関する授業科目」と「専門教育に関する授業科目」に大きく分か
れています。学生の皆さんが専門的な内容を深く学べると同時に、これからの社会で活躍するための不可欠
な技能を身につけられるように、多彩な授業内容が用意されています。人文学部では特に、少人数制の演習
科目を重視しています。人文初年次演習（1年次）、基礎演習（2年次）、発展演習（3・4年次）、表現プロジェクト
演習（2～4年次）と、4年間継続して演習科目で学べることが、人文学部の最大の魅力の一つです。

　人文学部のカリキュラムは、教養教育と専門教育の
連携によって幅広い教養と確かな専門知識を涵養し、
人文的実践知を育むことを目指しています。専門分野を
深く学べるのはもちろん、１学科制ですから人文科学の
諸分野を広く学ぶこともできます。2020年度からは主専
攻プログラムを6から3に再編、各専門分野の科目も
モジュールとして体系化し、一層フレキシブルな学びが
可能になりました（主専攻プログラムの詳細について
は5ページ以降をご覧ください）。
　4年一貫の演習科目では、受講者を25名以下に
制限してきめ細かな指導を行うことにより、課題を探究し
解決する能力・自己を表現する能力・多様な他者と協働
する能力を含む「人間力」の育成に力を注いでいます。
　英語・外国語科目が充実しています。初修外国語

（いわゆる第二外国語）では、日本人教員とネイティブ教員
による週3～4コマのインテンシブ授業により、「読む」

「書く」「聞く」「話す」の4技能のバランスに配慮して、
総合的な運用能力を1年間で涵養します。英語・初修
外国語ともに、中級・上級科目が選択科目として用意さ
れているので、4年間かけてハイレベルな語学力を手に
入れることも可能です。古典語科目も開講されています。
　学生の取り組みと実践によるアクティブ・ラーニングも
大きな学習効果を上げています。たとえば表現プロ
ジェクト演習では、学生が協同して創造的な活動を
行い、その成果を地域社会に向けて積極的に発信します。
文学や映像作品の製作・発表、地域の民俗芸能への
参加など、これまでの人文学の枠組みを超える先駆的
内容を展開し、国内外の教育関係者からも高い評価を
受けています。
　こうした豊かな学びは、学年に応じたきめ細かい教育
体制により実現されています。1年次には人文入門や初
年次演習などの初年次教育が用意されており、大学で
の高度な学修へとよりスムーズに移行できるようになっ
ています。キャリア科目では、様 な々業界の現場で活躍
する方 か々ら直に話を聞くことができ、卒業後の人生設
計や就職活動について具体的に考えることができます。

中学校、高等学校（社会、地理歴史、公民、国語、英語、フランス語、ロシア語、中国語、情報）の教諭
一種免許が取得できます。所定の教職関係科目、教科専門科目の単位が必要です。

■ 教員免許

■ 社会調査士 社会調査に関する基礎的な知識・技能、相応の応用力と倫理観を修得した者に認定される資格です。
社会学・社会調査関係の所定の科目の単位が必要です。

■ 学芸員 博物館や美術館の専門職員になるために必要な資格です。博物館概論・博物館実習などの所定の
科目の単位が必要です。 

■ 公認心理師
　（受験資格）

保健医療、福祉、教育などの分野において心理に関する支援や相談を行うための資格です。所定の科目の
単位を取得して卒業し、さらに大学院または実務経験を経て、公認心理師試験の受験資格が得られます。

外国語（必修）

基礎演習 発展演習

発展講義

基礎講義・実習・研究法

人文初年次
演習

主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
決
定

入門講義

外国語（選択）
キャリア科目

表現プロジェクト演習

各種選択科目（新潟大学個性化科目、人文系科目、社会系科目、自然系科目など）

卒
業
論
文

　外国語を集中的に学びます。人文
初年次演習では、25名以下の少人数
編成により大学での学習に必要な
スキルを身につけます。入門講義では、
人文学部の各専門分野への導入を
行います。また第2タームには、人文諸
科学の最先端を網羅する人文系フロン
ティア、短期集中英語プログラムiStep
など、学内外の集中的な学修プログラム
等への参加が可能となっています。

　発展講義・実習では、専門性の
高い最先端の内容を主として講義形式
により理解します。発展演習では、
原典・原資料の解読、資料・データの
分析・解析、プレゼンテーションや討論
を通して、自らの研究テーマを深めてい
きます。人文学部4年間の成果を、
卒業論文として結実させます。

　1年次末の希望調査にもとづいて、
2年次から各主専攻プログラムに所属
します。基礎演習では、各主専攻プロ
グラムにおける基本的読解技術・
分析能力を養います。基礎講義・実習
では、各専門分野の基礎を講義形式
で理解し、実習を通して体得します。
2年次以降、キャリア科目や表現プロ
ジェクト演習の履修が可能になります。

1年次（第1、第2セメスター） 2年次（第3、第4セメスター） 3・4年次（第5～8セメスター）

人間、社会、文化に関わる諸問題に多角的・分析的にアプローチを試み、主体的に取り組むことができる。
社会のなりたちとその歴史を深く理解し、人類が生み出した文化に敬意を持ち、その価値を後世に正確に伝えることができる。
身近な課題の探究を通して、地域社会に貢献する。
異文化に対する理解を深め、調和ある国際社会の形成に貢献する。

□
□
□
□

1 2 3 4

新潟大学では2017年度からのクォーター制（２学期４ターム制）の導入により学事暦の柔軟化がはかられています。
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教員からのメッセージ

　私たちにとって、人間という存在ほど不思議なものはありません。ひとの心はどのように働き、何を生み出すのでしょうか。このプログラムでは、実験や調査
によって心のしくみを実証的に解明したり、人の心が作り出してきた思想的文献や古今の芸術作品を読み解いたりすることで、人間の謎に迫ります。

　心理・人間学プログラムは、人間とその心の解明をめざして、
心理学と人間学の分野を学ぶプログラムです。
　人間の行動やその心の働きをあつかう心理学分野では、
実験や調査などの実証的方法によってこれらの問題にアプ
ローチします。心理学実験や調査に関わる基本的技能を身に
つけるとともに、知覚・認知、記憶・学習、感情・行動、性格、
対人関係や集団の心理、心理学の応用など、幅広い領域に
わたる心理学の知識の習得を目指します。
　人間学分野には、哲学・西洋哲学史、倫理学、宗教思想
史、芸術学の学問領域があります。人間の心（精神）は、日常

的な言語活動から哲学的な思考、芸術の探究にいたるまで、
そして道徳的な善悪の判断から宗教的な信仰にいたるまで、じ
つに多様な精神的所産を生み出してきました。人間学分野で
は、主として外国語や古典語で書かれた原典文献の読解を通
して、これら哲学、宗教、科学、芸術などの人間の知的な営み
の原理を解き明かし、人間性について理解を深めていきます。
　このプログラムは、人間が直面する様々な課題に対して、
人間についての深い理解に裏づけられた科学的分析と思考
ができるような人材の育成をめざします。

人間とは何か？
人間の認知のメカニズムを探る
学習と記憶のしくみを知る
集団の中の心の動き
美術作品を通じて人間性を考える

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

子どもの心の発達を知る
欲求の心理を探る
ひとはなぜ誤るのか？
哲学的に思考し、議論する
造形芸術の歴史を学ぶ

■

■

■

■

■

生命と環境の倫理学へ
古典詩学の文化史を学ぶ
王朝の言語芸術を読み解く
古典語（ラテン語など）を学ぶ
現代の視覚文化

■

■

■

■

■

人類の思想的遺産を読む
宗教を思想的に理解する
科学的な方法論とは何か？
哲学や思想の歴史を学ぶ
近現代の美術と写真

阿部  ふく子 准教授 ABE Fukuko新美  亮輔 准教授 NIIMI Ryosuke

Psychology and Human Studies

主専攻プログラム

◆ 心理学
◆ 倫理学

◆ 芸術学
◆ 宗教思想史

◆ 哲学心理・人間学
　「専門は心理学です」と言うと、「じゃあ、いま私が思ってる
こと読める？」なんて聞かれることがあります。「うんうん、読め
ますよ～、どうせ読めるわけないって思ってるでしょ～？」と
冗談で答えたりもしますが、まぁ読めるわけないです。もちろん、
私も人の認知や判断のしくみを考え、仮説を立て、実験で
確かめるのですが、完全に予想通りの結果なんてまずありま
せん（だから実験してみるんです！）。予想をはるかに超えた、
突拍子もない反応がどんどん出てくる。それが本当に面白い。
そこには人間という謎の深さと、そして豊かさがあり、「ああ
そうか！なるほど！」と気づかされることばかりです。
　心と脳は、宇宙や深海とならぶ人類最後のフロンティア
です。近代心理学は19世紀末に生まれてから長足の進歩
を遂げたものの、次 と々新しい謎も生まれ、今なお謎だらけ。
人類が持つ心への興味の背後には、人間とは何か、自分は
何者か、という根源的な問いがあるわけですが、あまりにも大
きな謎ですから、すぐ答えが出るはずがない。人文学は、あら
ゆる手段でこの謎に立ち向かっています。そこに実験を用い
た自然科学的手法を手に参戦しているのが心理学なのです。
写真は注意の実験などで使う眼球運動測定装置です。
文系学部らしくなく見えるかも知れませんが、心理学は100年
前から文理融合なんです。
　新潟大学の心理学研究室は、前身の旧制新潟高等学
校時代の1920年にできました。これは日本でも最初期にあ
たり、当時から現在まで、世界最先端の実験心理学研究を
続けています。授業やゼミでは、心理学の知識だけでなく、
実験・調査計画法や統計など、人間にまつわる不確実で誤差
の多い現象を適切に扱い理解する思考法も学びます。これは、
複雑で不確実な社会を生きぬく強靭な知性を鍛えることに
もなります。人文学部で、「人間を科学する知」の最前線に
立ってみませんか。きっと、世界を見る目が変わります。

　哲学の出発点は、「問うこと」です。次に、「応える」ことです。
そして「新たに再び問い」、それをやめないことです。自問自答も
ありなのですが、ここではわたしから、哲学に関心のある方へ、
次の問いを投げかけてみたいと思います。哲学に特に関心の
ない方でも、暇な時間があれば考えてみてください（暇は哲学
の切実な条件なのです）。

すべての学問の名称のなかで、「哲学」だけが異色の名付
け方になっています。他の学問は、「〇〇学」の〇〇部分で
研究対象を明確に表しているのに（例：生物学）、なぜ哲学
だけが謎めいた名称になっているのでしょうか？
哲学は「役に立つ」と思いますか？「役に立たない」と思いま
すか？その理由をどう説明しますか？
人文学の「人文」とは何を意味していると思いますか？

「幸福とは何か」を卒業論文のテーマに掲げていた哲学専
攻の学生が、いつのまにか「無」の研究をしていました。なぜ
だと思いますか？
ニーチェはなぜ人気なのでしょう？
もし、死刑になったソクラテスが「あの世」から哲学の現在を
みているとしたら、どんなことを言うと想像しますか？

「知行合一」という言葉がありますが、哲学者の場合、思考
と行動は合致させるべきでしょうか？
哲学は何歳からできると思いますか？
日本の大学で「哲学」というと、西洋哲学が主流になってい
るのはなぜなのでしょうか？（豆知識ですが新潟大学人文学
部にはかつて東洋哲学の研究室もありました。）

「哲学者」とは何者なのでしょうか？
「哲学は難しい」「哲学書は難しい」と言われることがありま
すが、「難しさ」の原因を挙げるなら何があると思いますか？
哲学を研究するのに語学が必要なのは、なぜでしょうか？
高校までの授業に出てくる哲学と、大学の哲学とではどん
な違いがあると思いますか？
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教員紹介 学生の声

田中 咲子（タナカ エミコ）

西洋美術史
TANAKA Emiko

専門は西洋美術史です。美術史とは、必ずしも美術の歴史そのものを研究
するとは限らず、美術作品を手掛かりに、当時の社会や人間の諸相の解明
を目指す学問でもあります。私自身の研究領域は古代ギリシア美術です。当
時の墓碑浮き彫りをはじめとする葬礼美術や、壺絵に描かれたギリシア神
話、スポーツの図像などを通じて、当時の人々の価値観や規範概念につい
て考えています。授業では西洋古代から現代に至る幅広い作品を扱います。

准教授

江畑 冬生（エバタ フユキ）

言語学・言語類型論
EBATA Fuyuki

准教授
新美 亮輔（ニイミ リョウスケ）

認知心理学
NIIMI Ryosuke

認知心理学の研究をしています。主に視覚認知、周囲の物や状況を見て認
識する物体認識・情景認識といった人間の知覚・認知の根幹となるメカニ
ズムを調べています。たとえば、見る角度や表情や髪型が違っても同じ人の
顔を同じ人と認識できるのはなぜでしょう？　みんなに好まれる美しい見た目
の物とそうでない物があるのはどうしてでしょうか？　人は目のみによって見る
にあらず！　「見る」ことの奥深さと楽しさを追究してみませんか。

准教授

猪俣 賢司（イノマタ ケンジ）

比較文化史
INOMATA Kenji

小さな真珠のような一首の歌の中に繰り広げられる煌めくような妖艶な世界や水底の
月夜、それを可能とする巧みな修辞技法と美しい韻律、どのようにして『古今和歌集』で
それが実現されたのであろうか。比較詩学・比較文化史の視点から、西洋の古典詩
学・ルネサンス詩学や中国の六朝詩学と日本の王朝歌学を比較研究してきました。ダ
ンテ、ペトラルカ、謡曲からゴジラ映画まで、その表現原理と表現史を辿りながらも、屏
風歌人である紀貫之の「むすぶ手」が映し出す泡沫の面影に心が慰められます。

准教授

岡嶋 隆佑（オカジマ リュウスケ）

哲学・現代思想
OKAJIMA Ryusuke

ベルクソンを中心としたフランス現代哲学が専門です。これまでは、時間や意
識、知覚、記憶といったテーマを中心に研究をしてきました。今後は、差別感
情やビデオ・ゲームの哲学などより応用的な主題にも取り組んでいく予定で
す。学生の皆さんには、哲学・倫理学の思想に触れることによって、与えられ
た課題をこなすのではなく、自ら問いを立てることができる力を養って欲しいと
考えています。

准教授

青柳 かおる（アオヤギ カオル）

宗教学・イスラーム思想史
AOYAGI Kaoru

ガザーリー（1111年没）を中心に、アラビア語の文献を読みながら、古典時
代のイスラーム思想史、とくにスーフィズム（神秘主義）を研究しています。ガ
ザーリーの「婚姻作法の書」を翻訳し、婚姻、女性、セクシュアリティーについ
てスーフィズムの視点から研究してきました。最近は、現代のイスラーム法学
者の文献も分析し、古典時代から現代までのイスラームの女性問題および
生命倫理の変遷を明らかにしたいと考えています。

教授

大学に入って早4年目。英語を学びたくて人文学部に入った1年生
の時の私が、宗教、特にイスラム教を学んでいる今の私の姿を見た
らびっくりすることだろうと思います。日本人にあまり馴染みのないイ
スラム教ですが、教義の神秘性や神の教えを守ることの厳格性に
私は心を奪われてしまいました。学問に限らず、知的好奇心は生きる
原動力となります。何かの拍子でこの文章を読んでいる紙面の前の
貴方とも、これで縁ができました。難しいですね、で片付くほど簡単じゃない課題を人間学で取り組んでみてはいか
がでしょうか。

山田 凌大 宗教学 4 年

私は、ある作品が、いつどこで、どんな人が作って、何をどう表していて、なぜ
製作されたのかを勉強しています。そこには当時の文化、歴史、文学、哲学、
宗教などの多様な学問が関わってくるのが面白いところです。百聞は一見
にしかずですから、テレビの美術特番や入門書（東京美術の『もっと知りた
い』シリーズは愛読書です）、実際に美術館に行くのをおすすめします。何か
に行き詰ったときに、作品や十人十色な画家の人生が励ましになることもあ
ります。いつもと違う世界が覗きたくなったら、美術に触れてみてください。 

鈴木 小雪 芸術学 3 年

心理学分野では、自分で計画を立てて実験や調査を行いま
す。もちろん心自体は目に見えませんし、手に取ってわかるもの
ではありません。ではどうやって心を研究するかというと、アン
ケートや機材を用いて得られた数値・データから客観的に分析
を行います。私は、この「目には見えない心をどのように測定す
るか」を探求することにも、心理学の面白さがあると感じていま
す。人の心や行動の不思議を解明するカギを、ぜひ本分野で掴んでみませんか？　きっと、自分自身のより
深い理解にもつながるはずです。

安藤 郁美 心理学 4 年

阿部 ふく子（アベ フクコ）

哲学・西洋近代哲学
ABE Fukuko

デカルトの「我思う、ゆえに我あり」に始まる西洋近代哲学の根源的なテーマ
である「人が考えるとはどういうことか」について探究しています。古来より人
間は理性的動物であると言われますが、その理性の能力の可能性や限界は
どこにあるのか–などと理性の謎に迫ってみるのは、人間が自分自身を
知る思考の旅のようでもあり面白いです。また哲学教育にも関心があり、多
様な立場の人たちと身近な話題で哲学対話を実践したりしています。

准教授

甲斐 義明（カイ ヨシアキ）

芸術表現論
KAI Yoshiaki

専攻は近現代美術史で、これまで主に日本とアメリカの芸術写真について研究して
きました。ここ数年は、著名な写真家とアマチュアによるスナップ写真の歴史に関心
を持っています。授業では19世紀の写真史、日本における西洋美術の受容過程、
現代アートなど、視覚表現に関するトピックを幅広く取り上げています。写真について
の演習では、人が撮った写真を見ることだけでなく、携帯カメラなどで自ら撮影してみ
ることを通して、写真という媒体の特性について学んでほしいと考えています。

准教授
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福島 治（フクシマ オサム）

社会心理学
FUKUSHIMA Osamu

講義では、自尊心や魅力、恋愛や集団心理などが話題の中心です。身近な
事柄なので、自らの経験と関連させて聴く学生さんも多いようです。人格心理
学も教えています。こちらでは、性格についての様々な理論を話しています。
専門家の考える性格は、一筋縄ではとらえきれませんが、そこから考え方の多
様性を学んでほしいと思っています。研究テーマは自己概念の変動性です。
入学して新しい「自己」を見つけましょう。

教授

中嶋 豊（ナカジマ ユタカ）

応用・実験心理学
NAKAJIMA Yutaka

主に眼の錯覚（錯視）について研究しています。錯視は見て面白いだけでは
なく、人間がどのように世界を知覚しているかを知る重要な手がかりなので
す。また、今後身近になる技術（自動運転、拡張現実）に対して人間の知覚
特性を最大限に生かすための応用研究も行なっています。このように研究
対象は知覚に関する疑問から社会の問題まで幅広いです。心理学実験を
通して、こうした疑問や問題に一緒に取り組んでいきましょう。

准教授

小林 恵（コバヤシ　メグミ）

発達心理学
KOBAYASHI Megumi

視覚認知、特に顔や身体からの他者認識の発達過程が主要な研究テーマ
です。生後数ヶ月の赤ちゃんから大学生を対象としており、視覚認知のさまざ
まな能力がいつ獲得されるのか、大人とどのように違うのかを研究していま
す。近年では学内外の共同研究者と協力して、発達障害児や早産児の視
覚認知の解明にも取り組んでいます。私たちが何気なく見ている日常の世
界を、赤ちゃんの目を通して見つめ直せるのがこの分野の魅力です。

准教授

太田 紘史（オオタ コウジ）

認知哲学
OTA Koji

心と行動をめぐる現代哲学の基礎的問題、とくに物理主義、意識経験、自
由意志、道徳心理、道徳認識にまつわる問題を研究しています。論証とその
分析を中心とする理論的研究を行っていますが、最近では実験心理学者と
ともに道徳的思考のメカニズムをターゲットとする経験的研究も行っていま
す。講義やゼミでは参加者の主体的な学習と発表が重要になりますので、
意欲あふれる学生さんをお待ちしています。

准教授



主専攻プログラム

◆ 社会学
◆ 考古学
◆ 文化人類学

◆ 人文地理学
◆ 民俗学
◆ 芸能論

◆ 日本史
◆ アジア史
◆ 西洋史

◆ メディア論
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　ますます多様化する現代社会――その理解は、歴史的・文化的・社会的背景を正しく捉えることに始まります。各種の資料の調査、
あるいは現地調査やメディア実践を通じて、文化の生き生きとした姿に触れるとともに、深く理解する力を身につけましょう。
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　社会文化学主専攻プログラムは、人間の社会文化的な
営みを、歴史学、社会・地域文化学、メディア論の各領域を
通じて学びます。履修にあたっては、一つの領域を選んで深く
学ぶとともに、複数の領域を関連・総合させて学習を進めます。
　歴史学では、歴史をテーマとして、人々の営みを専門的に
学びます。歴史を明らかにするための資料・史料は、古文書や
碑文、木簡、絵画、写真や地図、統計など、じつに様々な形を
とって私たちの前に蓄積されています。それぞれのテーマに
合った資料・史料の性質を理解し、読み解くスキルを身に
つけます。
　社会・地域文化学は、社会学、文化人類学、民俗学、考古学、

人文地理学、芸能論の６つの学問分野があり、いずれも
フィールドワーク＝現地調査を通して学びます。直接現地に
足を運び、自らの身体を使い、五感を働かせて調査し考えるこ
とで、人々が築いてきた世界を実感し、人間社会の多様性の
理解を深めます。
　メディア論では、TV、新聞、ラジオ、コンピュータ、スマート
フォン、インターネット、ソーシャル・メディアなど、私たちの身
の回りにあふれる様々なメディアと、それが伝える表現や
文化を捉え直し、多様なメディア実践──取材活動や作品
制作を通じて、現代社会で生きることのリアリティを探求して
いきます。

現代社会における市民運動
ジェンダーの社会学
学習と教育の人類学
絵図を考える・絵図から考える
日本の歌舞音曲

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

民俗文化としての性
水利慣行と村落
日本とアジアの考古学と文化
戦国期の地域と権力構造
日本近世の地域と交流

■

■

■

■

■

日本とアジアの関係史
朝鮮家族史研究
インターネット・モバイル社会
今日の映像文化
ポピュラー音楽研究

■

■

■

■

■

20世紀日本社会の歴史を多角的に考える
古代エジプト人とフェニキア人の歴史
西洋美術史
現代アメリカの民主主義思想
中国の国家と社会の変化

中本  真 人 准教授 NAKAMOTO Masato 杉原  名穂子 准教授 SUGIHARA Nahoko

　みなさんは、高校の日本史で芸能文化も勉強しますね。
例えば、室町時代の文化史には「北山文化」や「東山文
化」などの項目があります。芸能に関する記述を探すと、すぐ
に能楽（猿楽能）の説明がみつかるはずです。大和猿楽四
座や、観阿弥・世阿弥父子、さらに世阿弥のまとめた『風姿
花伝』(花伝書)などについて、詳しく書かれているのではな
いでしょうか。
　では、室町時代は、能楽以外の芸能はなかったのでしょう
か。さすがにそんなことはないだろう、と思われるでしょうが、
能楽以外の詳しい説明を載せている教科書は、ほとんどあ
りません。実は、従来の芸能史に関する研究書でも、室町
時代の芸能は能楽ばかり。それ以外の芸能を大きく取り上
げることは稀でした。
　それまで私は、平安から鎌倉時代にかけての朝廷の芸能
を研究してきました。また、新潟大学の学生と一緒に現代ま
での芸能について勉強していくうちに、室町・戦国時代の
芸能にも関心を持ちました。しかし、研究書を読んでも能楽
以外の芸能はほとんど取り上げられません。特に天皇や公
家たちは、どのように芸能に関わったのか、どのような芸能を
観ていたのか、これまでの研究からは理解が広がりませんで
した。
　歴代の天皇は、帝王学のひとつとして楽器の実技を習
得していました。室町時代は、特に琵琶と笙が、天皇にとっ
て大事な楽器でした。習得するといっても、趣味で演奏する
という程度ではなく、奥義を極めるところまで行かなければな
らなかったのです。
　その一方で、南北朝時代から続く戦乱によって、朝廷の
財政は非常に苦しくなっていました。公家の中には、着るも
のに困る者も出ていました。その中にあって、天皇と公家た
ちは御神楽などの芸能の維持に大変な努力を重ねたので
す。なぜそこまでして、芸能を続けたのでしょうか。その理由は
――ここで文字数が来てしまいました。
　続きは、新潟大学人文学部の教室で！

皆さんはどのように専攻分野を選んでいるでしょうか。私は
大学に入ってから専門とする分野を選びました。私は何に興
味があるのだろう、何を追究したいのだろうと考え、結果、社会
学を選びましたが、それは大学1年生だった当時、「生き難さ」
のようなものを感じ、その問題を考えたいと思ったからです。当
時私が感じていた生き難さとは、人が自由に生きられないこ
と、自分を抑えつける何か力があることであり、その正体は社
会ではないかと考えたのです。

専門分野に進み、Ｅ．デュルケムという人の著書をまず手
にとりました。その冒頭には次のような記載がありました。社会
的なものとは次の二つの性格をもつ、すなわち個人に外在す
ること、そして個人を拘束すること・・・。

私が感じていた生き難さの正体はやっぱり社会だった。人
を外側から縛り付けて自由にさせてくれないものが社会なの
だ。私の感覚は正しかったのだ、と思いました。

学生時代にジェンダーや差別、それに関する人々の意識
の問題を研究し、卒業後大学で働くようになりました。そしてさ
まざまな経験をへる中でふと気づきました。あれ？社会って人を
拘束するだけじゃないんじゃない？逆に人を自由にしてくれるん
じゃない？

私は自分が一人でできる仕事なんてほんとに微 た々るもの
だと痛感させられたのです。いつも周囲の人に助けられて仕
事をしました。人々は私に多くの情報を与えてくれました。行き
詰まった時には相談にのってくれました。調査の際には相手
の方が快く協力してくれました。多くの人の協力のおかげで、
私の行動の幅は大きく広がりました。つまり自由を獲得してい
たのです。

社会とは不思議なものです。常に良い面と悪い面がありま
す。それらの仕組みを研究するのは難しいことですが、生きる
上で大切なことを教えてくれる学問だと思います。

ふう   し

か  でん

び　わ しょう

みかぐら

教員からのメッセージ

Society And  Culture 
社会文化学



高橋 秀樹（タカハシ ヒデキ）

西洋古代史・西洋古典学
TAKAHASHI Hideki

西洋の古代や中世を研究しています。今年の授業で取り上げているのは、
古代エジプトの歴史・文化・神話、古代ギリシアの歴史・文化・神話、中世の
英雄伝説（アーサー王、ローラン、エル・シッド他)、ケルト文化などです。古い
時代の歴史や文化は、まだまだ謎が多く、新しい発見や研究方法によってそ
れまでの研究が大きく変わることがある、エキサイティングな分野です。この面
白さを多くの学生諸君に伝えたいと願っています。

教授
園田 浩司（ソノダ コウジ）

文化人類学
SONODA Koji

アフリカ熱帯雨林に暮らすカメルーン狩猟採集社会バカBakaの人 を々対
象に、フィールドワークを行ってきました。狩猟採集社会は、老若男女問わず、
みなが平等で対等な社会だと言われます。バカの子どもたちは、日常生活を
通してそれをどのようにして学んでいるのか。それが私の問いです。文化人類
学は、相手の視点に立って世界を捉えなおす学問です。ぜひ、世界の人々
の様々な生き方に触れてみてください。

講師
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飯島 康夫（イイジマ ヤスオ）

民俗学・博物館学
I IJIMA Yasuo

高校３年生のとき柳田國男の『一つ目小僧その他』を読んで、妖怪を真面目
に研究する学問があることを知り、民俗学を学ぶようになりました。現在は、地
域の中で少ない資源を分配するために人々がどのような社会的な決まり（ナ
ラワシ・シキタリ）を作り、実際に運用してきたのかということを灌漑水利慣行
を中心に考えています。また、地域の祭りを支える社会組織や、新潟県での
養蚕技術の展開過程にも関心を持って調査しています。

准教授

加賀谷 真梨（カガヤ マリ）

民俗学・博物館学
KAGAYA Mari

民俗学の立場から、沖縄県八重山諸島で研究を行ってきました。なぜある島
では現在まで数多くの祭りが簡略化されることなく執り行われているのだろ
う。別の島では体の弱い子どもに「親をつけた」ようだけど、それにはどのような
意味があったのだろう。それぞれの島で出会う “驚き”と“疑問”を手がかりに、
島社会の仕組みと人々の行為実践の背景にある考えを明らかにすべく研究
を行っています。

准教授

青木 要祐（アオキ ヨウスケ）

考古学
AOKI Yosuke

子供のころから歴史に興味がありましたが、考古学では文献ではなくモノが
対象となる、と高校生の頃に知りました。以来、考古学を学び、約２万年前の
後期旧石器時代を中心として、過去の人類が作ったり使ったりしたモノ（石
器）をもとに当時の生活を研究しています。石器の顕微鏡観察や科学分析
など、一見すると人文学部とは思えないような手法が関わるのも考古学の魅
力の一つです。実習ではフィールドワークの一環として発掘調査も実施して
います。

助教

伊藤 嘉高（イトウ ヒロタカ）

地域社会学
ITO Hirotaka

「自己責任」の名の下、格差や孤立が広がる今日において、私たちが「共生」
し、助け合うことは困難になる一方です。人びとが集まれば自然に社会（助け
合いの単位）が生まれるわけではありません。むしろ、課題を共有し、課題をと
もに解決する動きから共生の意識が生まれます。そうした共生の意識を生み
出す場としての地域社会の可能性を追究するために、私は、防犯、防災、医
療などのさまざまな分野で調査研究を行っています。

准教授

白石 典之（シライシ ノリユキ）

考古学
SHIRAISHI Noriyuki

今から800年ほど前、ユーラシア大陸の東西にまたがる巨大国家となったモ
ンゴル帝国と、その建国者チンギス・ハンについて考古学から研究していま
す。なぜ強大な国が誕生したのか、チンギス・ハンとはどういう人物か、いまだ
謎に包まれています。それは文字資料（史料）にウソや誇張が多いからです。
そこで私は、彼の宮殿跡や武器工房跡を発掘し、出土した遺構や遺物など
物質資料（モノ）から、その謎に実証的に迫っています。

教授

片桐 昭彦（カタギリ アキヒコ）

日本中世史
KATAGIRI Akihiko

日本中世史のなかでも戦国時代の権力と文書について研究しています。具
体的には、上杉謙信や武田信玄などの印判状・感状・制札がどのように発
給され機能したのか、またその意義を探ることにより地域権力の構造や特質
を考えています。授業では、文書に限らず日記や年代記、金石文など様々な
中世の文献史料を読み解くとともに、考古・地理・民俗学などの成果に学び
フィールドワークも取り入れていこうと思っています。

准教授

細田  あや子 教授 HOSODA Ayako

何かを前に手をあわせて祈りを捧げたことはありますか。
はっきりと祈りとはいえなくとも何かを願う、思いを込める、とい
うことはないでしょうか。宗教なんて信じないという人でも、社寺
を訪れるとまわりにつられてなんとなく手をあわせたり、何か
困ったことが起こったとき、その状況が改善するよう心のなか
で助けを求めることも、ときにはあると思います。

太古の時代から人は神、超越者という存在に対し祈り、儀
礼を捧げてきました。それは、超越的存在から何か応答を求め
ているからだと考えられます。人間を越えたより大きな存在、超
自然的存在者などとコミュニケーションをはかろうとしてきたの
です。その際、神の像といった「もの」が作られ用いられてきた
ことに注目しています。

たとえば1400年頃、現在のポーランドあたりで制作された
聖母子像のなかに、マリアのおなかが開くものがあります（上
記図版、パリ、クリュニー美術館蔵、高さ44.5cm）。体内にキ
リスト教の教義である三位一体が造形化されています。当時
の資料によると、このような聖母子像は祝祭日ごとに開かれ
用いられていたことがわかります。とくに受難節には像のなか
の三位一体像から十字架上のキリストの部分が取り外され、
信者たちはそれに口づけをして祈りを捧げていたようです。

現在の私たちからすると、聖母さまのおなかを開けてのぞき
込むなんて恐れ多いですが、中世の人たちはマリアの体内を
開閉したり、なかの像を手に取って抱きしめたりしながら、神、
またマリアに対し祈り、救いや平安を希求していたのです。そ
のような場合、これらの造形物は単なるものではなく、命が
宿った生きたものととらえられていたのではないでしょうか。

「もの」には何か目に見えない力がこもっているのではないか、
それはなぜか、といったことを考えています。

ヨーロッパの宗教芸術など歴史文化を中心として異文化
の理解を深めていますが、それにより自身の文化も新しい視
点で考える大切さを授業でも伝えてゆきたいと思っています。

白石  典 之 教授 SHIRAISHI　Noriyuki

ネット上で「かわいい土偶」「ハニワ女子」「古墳萌え」…と
いった文字を目にしました。縄文時代の土偶や古墳時代の
埴輪に安らぎを求めたり、古墳や戦国時代の城跡にロマンを
感じたりする人が、近ごろ増えているそうです。たしかに、土偶
や埴輪の表情には癒されますよね。どんなかたちにせよ、歴史
に親しむのは、とても良いことだと思います。みなさんの中に、
土偶や埴輪などを見て、思わず胸がときめいてしまう人がいた
ら、新潟大学で考古学を学んでみませんか。

考古学と聞くと、王侯貴族の墓を発掘したら金銀財宝が
見つかった…といったような大発見をイメージする人もいるで
しょう。しかし、じっさいには、名もなき人々の住居や墓、または
土器や石器の小さな破片が、考古学の研究対象です（ちな
みに恐竜は違います）。それらを分析して得られた成果を積み
重ねて、過去の人間の営みを復元するのが、私たち考古学
者の仕事です。

考古学では、みずからの知識と照らし合わせたり、他人や
他の分野の成果を参考にしたりして、過去の人々のありさま
に考えを巡らすことが重要になります。学問ですから、堅苦し
い部分があるのも事実です。でも、前方後円墳を見て、なぜこ
んな形をしているのだろうとか、土偶を見て、何のために使った
のだろうと考えれば、それはもう、考古学に足を踏み入れたの
と同じです。意外に身近で親しみやすい学問なのです。

考古学において、土偶や古墳が好き…という気持ちはも
ちろん大切ですが、それ以上に必要なのは、考えることです。
だから、「古（いにしえ）」を「考」えると書くのです。「好」古を

「考」古へと変えることで、教科書に載っていない新しい歴史
が見えてくるはずです。「かわいい」や「萌え」と違った心揺さぶ
る体験が、あなたを待っています。

古賀 豊（コガ ユタカ）

メディア論
KOGA Yutaka

メディア論を専門としています。近代以降の社会は、印刷、写真、映画、TV、
コンピュータ、インターネットといった様々なメディアの登場により、それまでの
社会と比べて大きな変容を遂げています。今日、その変容の速度はますます
増加し、我々の生活のあり方そのものを変えてしまうかのようです。このような
時代は、ある意味では、たいへん興味深く、面白いものです。現代という時代
の意味を、皆さんといっしょに考えていきたいと思います。

准教授

中村 隆志（ナカムラ タカシ）

情報メディア論
NAKAMURA Takashi

今、ケータイによる人々のコミュニケーションと、ケータイが作り出す様々な文
化と広告について研究しています。多くの人がケータイを持っていますが、そ
の歴史はまだ浅く、逆に言えば、我々の日常生活や人とのつながり方を今ま
で以上に変えていく可能性を秘めています。最も身近にあるケータイを通し
て、広い世界や社会、文化を研究・考察していく道が皆さんの前に広がって
いるのです。共に進めることを願っています。

教授

杉原 名穂子（スギハラ ナホコ）

ジェンダー論
SUGIHARA Nahoko

家族社会学、教育社会学、ジェンダー論を専門としています。女性と男性で
どのような違いがあるのか、進学先や就職先の決定、子どもの教育に家族
が及ぼす影響について研究しています。家族のあり方や子どもの進路選択
は地域によっても違いますが、新潟県と首都圏との違いに主に焦点をあてて
調査を行っています。近年、格差社会ということが話題になっていますが、子
どもや親が抱く希望や意欲のあり方についても注目しています。

准教授

高橋 康浩（タカハシ ヤスヒロ）

西欧政治思想史
TAKAHASHI Yasuhiro

専門は西欧政治思想史、アメリカ思想史。キリスト教神学思想史にも関心
があり、アメリカにおける宗教と政治の関係、現代民主主義の政治理論を中
心にして研究をしています。演習においては、アメリカ史を舞台に上記のテー
マや、戦争と平和といった政治外交史上のテーマ、人種問題などのアメリカ
国内のテーマについても考察の対象にしていきたいと考えています。

准教授

教員からのメッセージ 教員紹介



中村 元（ナカムラ モト）

日本近現代史
NAKAMURA Moto

日本近現代史の中でも特に都市史を専門としています。これまでは主として
20世紀前半期の大都市周辺の都市における空間的・政治的・社会的変
化の相互関係に注目し、近代日本における都市形成と「デモクラシー」の関
係を研究してきました。今後は時間的には20世紀後半期、空間的には都市
周辺の農村にも視野を広げつつ、人々の社会におけるリアルな在り方に即
して日本近現代史の全体像を見通す方法について、皆さんと考えていきた
いと思っています。

准教授 ジェンダー、災害・公害、差別、貧困etc...こうした問題は、個人の認識だけでは捉えきれ
ない複雑さがあり、ときに人々の間で対立や葛藤を生み出すことがあります。私の学ぶ社
会学はこうした社会における未知なる事柄を、統計やインタビュー調査などを駆使して解
明していく学問です。今まで漠然とした形でしか捉えきれなかった社会現象の見方の解像
度を上げていく学問ともいえます。新潟大学では社会調査の基礎を学びながら、実際に
災害や公害等の当事者の方へのインタビュー調査を経験することができます。社会学は
多様な学問領域を内包する故に、調査が可能であれば、自身の興味関心に合わせて柔
軟に研究をすることが可能です。皆さんも、新潟大学で実践的な社会学を学び、社会の
謎を一緒に解明してみませんか。

村山 貴史 社会学４年

地理学は、歴史、文化、産業などありとあらゆるものについて地理的な観点から探究でき
る学問です。歴史的な街並みの形成過程から、飲食店などの立地展開、都市の再開発、
アニメや漫画の「聖地巡礼」によるまちおこしまで、テーマは多岐に渡ります。また、教科書
を読んで講義を受けることだけが地理学の勉強ではありません。フィールドワークで各地を
実際に歩いてみることで、文献や資料では得られない新たな知見を得ることもできます。
何気ない街の風景が、興味深い研究対象になる。そんな地理学を、皆さんも学んでみませ
んか？

三浦 悠人 地理学３年

岡部 莉彩 メディア論 4 年

2年生になる時、何を専攻しようかとても悩んでいました。そんな私がメディア・表
現文化学専攻にしようと思ったきっかけは、アイドルが好きでよくミュージックビデ
オやドラマなどを見ていたので、なんとなくメディアに興味を持っていたという簡
単な理由からでした。いざ授業を受けてみると、写真がどうやって生まれたかとい
う歴史を学ぶ授業や、仲間とミュージックビデオを作成する授業などがありまし
た。私たちが常に使っているメディアの発展を知ることや、自分達で映像を作る
ことはとても楽しく、身の回りにあるメディアを新たな視点から見られます。「やり
たいことが見つからない」そんな時はメディアを学んでみるといいかもしれません。

歴史学は史料を読み、事実に基づいて歴史を考える学問です。歴史学の研究
対象は広範にわたり、政治や軍事、経済、宗教、思想、芸術など、人間の活動す
べてが研究対象です。私は16世紀スペインにおける征服戦争の正当化思想を
研究しています。当時のヨーロッパではキリスト教が社会の中心であったため、
戦争に関する思想といっても神学の思想も含まれています。1つのテーマの研
究を通じて、様々な分野の知識に触れることができる点は歴史学の魅力です。
歴史に関心がある方ならば、きっと歴史学を楽しむことができると思います。

高橋 夏音 歴史学 4 年
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村上 正和（ムラカミ マサカズ）

中国近世史
MURAKAMI Masakazu

17世紀から19世紀にかけての中国の都市社会史・文化史を研究していま
す。特に伝統中国の人々が持っていた価値観や心性、社会の中で生き抜こ
うとしたその試行錯誤の軌跡をたどることに関心があります。授業では中国
や台湾で調査した清代の文書史料のほか、絵画や小説、演劇・芸能作品も
幅広く取り上げます。様々な史料に触れて自分の常識がゆらいでいく驚きと、
中国について考えていく楽しさを皆さんと共有できればと思っています。

准教授

広川 佐保（ヒロカワ サホ）

中国近現代史
HIROKAWA Saho

20世紀初頭の中国東北やモンゴル地域の歴史、そして日本とアジア関係史に
ついて研究しています。中国やモンゴル、台湾の史料館で史料を探索し、歴史
の舞台を自らの足で歩くことに努めています。そうすることで史料と現在の人々
の暮らしがつながり、今日的な問題を考えるきっかけにもなります。大学では近現
代のアジア史関係の書籍や資料を通読していますが、教室を飛び出してフィー
ルドを歩くことをすすめています。アジア近現代史には、まだ研究されていない分
野が多く残されています。皆さんのオリジナルな研究や発見を期待しています。

准教授

山内 民博（ヤマウチ タミヒロ）

韓国・朝鮮史
YAMAUCHI Tamihiro

韓国の田舎をまわりながら、朝鮮王朝時代の社会について研究してい
ます。授業では、古代の新羅・高句麗・百済から現代の韓国・北朝鮮ま
で、家族や村落、国際関係など様々な面から朝鮮社会の歴史的性格を
追求していきます。古くから中国・日本と密接な交流関係をもちつつ、独
自の世界を形成してきた朝鮮半島の歴史を学ぶことは、新たな視点から
東アジアや日本について考える契機にもなることでしょう。

教授

細田 あや子（ホソダ アヤコ）

西洋中世史・西洋美術史
HOSODA Ayako

ヨーロッパ中世の文化史に関心を持ち、とくに美術作品とキリスト教文化との
関係を探っています。生と死、天国と地獄、天使と悪魔、聖杯の謎など、怪し
げなものにひかれ、それらがどのように表現されているのか考察中です。授業
では、ロマネスクの素朴な聖母マリアさまの彫刻から、ゴシック期の大聖堂建
築、ルネサンスの巨匠たちやフェルメールやレンブラント、さらに近現代の芸術
家まで視野をひろげつつ、学生とともに美術史の面白さを学んでいます。

教授

松井 克浩（マツイ カツヒロ）

社会学理論・災害社会学
MATSUI Katsuhiro

個人の自由を支えるような人と人とのつながりは、どうすれば可能になるの
か。それを理論研究と地域研究の両面から考えています。理論の方は、M・
ヴェーバーをもとに、権力や秩序、コミュニケーションを成り立たせるメカニズ
ムについて研究しています。地域研究では、中越地震・中越沖地震の被災
者・被災コミュニティを調査して、被災地の再生や災害に強い地域社会の
あり方、災害ボランティアの役割などについて考えています。

教授

堀 健彦（ホリ タケヒコ）

人文地理学
HORI Takehiko

人文地理学の中でも、歴史的な側面を重視しながら地理事象を考察する歴
史地理学が専門です。最近は、明治期に作製された地籍図という資料を
使って、歴史的な景観を精緻に復原する作業を佐渡島で行っています。ま
た、近世会津藩が作成した『新編会津風土記』に記されている地理情報に
ついてもGISを活用して分析を進めています。細かな作業の積み重ねです
が、それらが組み上がって全体像が徐々に見えてくるのが醍醐味です。

教授

原 直史（ハラ ナオフミ）

日本近世史
HARA Naofumi

江戸時代の都市や商品流通を主な研究対象にしており、地域社会の構造
と変容に大きな関心を持っています。「近世」という時代は日本列島におい
て、ウェスタン・インパクト以前の伝統的な社会が最も成熟した時代であり、
その時代を探ることは、私たちの現在と未来を考えるうえでとても重要な意味
を持つと考えています。授業ではしたがって、こうした近世社会を多様な角度
から検討しようと心がけています。

教授

中本 真人（ナカモト マサト）

芸能論
NAKAMOTO Masato

日本の古代から中世にかけての芸能を中心に研究しています。古代から近
世までの貴族たちは、和歌や書だけでなく、音楽や舞中心に芸能にも通じて
いることが求められていました。貴族たちの芸能は、具体的にどのようなもの
だったのでしょうか。また彼らは、誰から、どのような方法で芸能を学んだので
しょうか。絵画や彫刻、文学などとは異なり、過去の芸能は一切形に残りませ
ん。その形に残らない芸能について、過去の文献と現代の芸能実演の両方
を調査することにより、具体的に明らかにしたいと試みています。

准教授

教員紹介 学生の声
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　言語文化学の学習・研究領域は多岐にわたります。言語学は言語そのものの不思議を深く学び研究します。文学は文学作品を読みこみ
作者の意図と作品の意味を探ります。文化学は文学以外の様 な々文化現象を考察し理解を深めます。

15

　日本、中国、朝鮮、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、ロシアの
言語・文学・文化を専門的に学び、高い言語運用能力を身に
つけるとともに、鋭い言語感覚と豊かな表現能力を養います。 
　言語分野では、言語表現の音声、形態、意味、構造、用法
などの規則性・法則性の考察を進め、さらに、言語の歴史的
変化や普遍性・個別性などの奥深さを理解します。 そして、文学
分野では、古代から現代まで生み出されてきた詩歌や劇、物語、
小説などの文学作品を研究し、人間の優れた叡智に触れ、普遍
的諸問題についての考察を深めます。また、文化分野では、
芸術、歴史、社会の変動など、幅広い文化的事象に関して

知識を拡げ、多角的な視野と分析的思考の陶冶をはかります。
　本プログラムでは、異なる言語・文学・文化を横断的に
探求し、総合的に把握することによって、多様な価値観が
存在する国際社会の中で生きていく柔軟な思考力を伸ばし、
協働的な行動力を身につけることができます。言語文化研究
の専門性は、国語科および外国語科の教育、日本文化の世界
への発信、外国の文化の翻訳や通訳など、国際社会で活躍
する人材がますます求められる官公庁や民間企業で活躍
するためにも活かしていくことができます。

人間言語のしくみを解明する
語や文の組み立て方の法則性
日本の近現代文学と時代背景

『源氏物語』などの王朝物語の世界
日本の古典をくずし字で読み調査する技術

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

近現代日本語における音声・語彙・文法の姿
日本語の変化・変遷
中国語の歴史的変遷
中国近代以前の文学史と作品の読解
朝鮮半島および在日朝鮮人の言葉と文学

■

■

■

フランス文学・芸術作品の解釈
フランス近代小説や詩の分析
近現代ロシアの文化・芸術

■

■

■

■

■

イギリス近代小説の読解と分析方法
英語の発音の規則性
英語と日本語の比較研究
英語で書かれた詩の読解
近現代ドイツの文化・思想

藤 石  貴代 准教授 FUJIISHI Takayo高橋  早苗 准教授 TAKAHASHI Sanae

　『源氏物語』では、特別な比喩表現とともに死が語られるこ
とがあります。たとえば宇治の大君（おおいぎみ）は、薫の君に
愛されながらも求愛を拒んだまま「ものの枯れゆくやうにて、消
えはて」ます。彼女の死は草木の「枯れ」る様子に喩えられたの
です。なぜこのように表現されたのでしょう。もちろん、今の私た
ちからすれば、奇想天外な表現には見えず、ましてや比喩表現
を巧みに使う和歌が盛んに詠まれた平安時代のこと、こうした
表現は常套文句だっただろうと考えてもおかしくありません。で
も興味深いことに、当時の和歌に「枯れ」ると死を重ねる例は
ほとんどありません。となると、大君の「枯れゆくやう」な死が、当
時の読者たちにいかに新鮮に映ったか想像できます。では、こ
の死の表現にはどんな意味が込められていたのでしょうか。
　改めて大君の生前の様子を探ると、様々に思い悩むなかで
食が細くなり、最後は「痩せ痩せ」であったことがわかります。つ
まり「枯れ」るは、痩せこけた姫君の死を象徴する表現だったの
です。でも、ここで作品全体を見渡したとき、痩せて死を迎える
人物は他にもいることに気付きます。なぜ大君だけに用いられ
たのでしょうか。実はその疑問は、隣国・中国の文学作品を見
渡したとき解き明かされます。日本に輸入され、『源氏物語』作
者を含む多くの平安貴族たちに熱狂的に愛された漢詩文集

『白氏文集』には、女性の死を「枯れ」ると表現する一篇の詩
があります。大君の死の表現は、この漢詩と深く関係していま
した。その一篇を思い浮かべながら、大君の死の場面を読んだ
とき、彼女が薫の君にどんな思いを抱きながら死んでいったの
かが見えてくるのです。それに思い至ったとき私は、おそらく当
時の読者と同じく思わず「ああ」と嘆息してしまったのですが、そ
の詳細はまたいつか･･･。
　平安時代の文学作品を読み解く際、おのずと様 な々観点で
の〈調査〉が必要になります。その見渡す対象も、作品そのも
の、同時代の何か、他国の何か、と広がります。一つの疑問を
解消するために、どんな観点で何を対象に〈調査〉すれば良い
のか、それを考えるのも研究の醍醐味だと感じます。

2001年1月、新大久保駅で線路に落ちた人を助けようと
命を投げ出した韓国人留学生（李秀賢さん）がいました。翌
2002年初夏の日韓共催FIFAワールドカップ。21世紀初め
の日本と韓国は、距離的にも心理的にも「近くて近い国」にな
れそうでした。

東西冷戦さなか（1978年）に駐新潟大韓民国総領事館が
開設された新潟市は、かつて朝鮮民主主義人民共和国との
交流もありました。新潟港から「在日朝鮮人帰国事業」で約9
万3000名が、必ずしも生まれ故郷（韓国）ではない「祖国」へ
と旅立ちました（なぜでしょう）。南北統一が目的だった朝鮮戦
争（1950.6.25～1953.7.27休戦）はアメリカと中国の参戦
で長期化し（ロシアとウクライナは？）、朝鮮半島の「分断」が固
定化、1000万人とも言われる離散家族が生じました。韓国で
は1987年まで軍事独裁政権が続き、いまの香港やミャンマー
のように、民主化を求めた多くの人が傷つき殺されました。

1956年度『経済白書』で「もはや戦後ではない」と宣言し
た日本とは違いすぎる「戦中」の時間を今も生きている隣人隣
国の文学作品が、人間にとって苦しく辛い事実から目をそらさ
ず、そむけず、えぐり出し、描き出す筆致は、時として読むのが
辛いほどです。

たとえば、刻 と々沈んでゆく船の乗客（修学旅行の高校生
たち）を救えなかったセウォル号事件（2014.4.16）を経験した
文芸評論家の言葉を紹介します。「私たちが本を読む理由の
うちの一つは、私たちが知らないことがあるということを知るた
めである。（中略）だから一生の間にすべきことが一つあるとす
れば、それは悲しみについて学ぶことではないか。他人の悲し
みに「もううんざりだ」と言うのは残酷なことだ。」（シン・ヒョン
チョル『目の眩んだ者たちの国家』）。「文学とは一時代の悪
を、もう少し深い悪として把握できるようにしうる装置であり、ど
んな社会的現象も文学的検証なしには決して克服されないと
信じている」（キム・ユンシク『私にとって日本とは何か』）。私が
韓国（朝鮮）文学を読み続けたい理由のいくつかです。

主専攻プログラム

◆ 日本語学・日本文学
◆ 中国語学・中国文学
◆ 朝鮮語・朝鮮文学
◆ イギリス文学文化

◆ アメリカ文学文化
◆ 英語学
◆ ドイツ文学文化
◆ フランス文学文化

◆ ロシア文学文化
◆ 言語学

教員からのメッセージ

言語文化学
Languages and Cultures



秋 孝道（アキ タカミチ）

英語学
AKI Takamichi

理論言語学（生成文法理論）に基づいて、英語の文・句の構造に関する仕
組み（統語論）や、英語の文・句の意味に関する仕組み（意味論）を解明す
る研究を行っています。また、英語と日本語の構造・意味の比較研究も行っ
ています。しっかりした言語理論を想定して言語の研究を進めて行くと、「予
測された事実が実際に存在する」ことを体験できることがあります。この「発
見の興奮」を体験させてあげたいと思います。

准教授
磯貝 淳一（イソガイ ジュンイチ）

古代日本語論
ISOGAI Junichi

古代から近世に至る日本語の実態と変遷を「なま」の言語資料を用いて解
明します。同じ「古典」でも、活字と古写本とでは知り得る情報に大きな違い
があります。読みやすさを手にする一方で、私たちは古典との断絶にも向き
合っているのです。「なま」の資料の一字一字を辿ることは、過去の〈今・こ
こ〉、即ち音韻・表記・語彙・文法が当時の書き手達の「息づかい」と共に
あった状況をリアルに追体験することにほかならないと私は考えています。

教授

高橋 早苗（タカハシ サナエ）

日本中古文学
TAKAHASHI Sanae

平安時代に創り出された『源氏物語』や『夜の寝覚』などを中心に、王朝物
語の世界について日々考えています。「豪華絢爛」といった言葉が付与され
がちな王朝物語ですが、その華やかなイメージとは裏腹に、多くの作品に「憂
愁の思い」が深く織り込まれているところに心惹かれます。授業では、上記以
外の作品も取り扱います。テキストの表現一つ一つを吟味したうえで、各人そ
れぞれの「読み」を提示してもらいたいと思っています。

准教授

小島 明子（コジマ アキコ）

中国文学
KOJIMA Akiko

中国清末の文学と周辺の文化背景に興味をもち、特に王国維の詩・詞・文
学論と『教育世界』という雑誌について研究しています。授業では中高では
学ばない中国文学に着眼し、研究する上で基礎となる資料を、古典を中心
に幅広く選定し、精読を行い、読解力を養う訓練を行っています。しかし、授
業は一つのきっかけにすぎません。大学での学問はここから始まります。これ
を機にたくさんの作品に触れ、自ら世界を広げていってください。

准教授

田邉  恵子 准教授 TANABE　Keiko北田  伸 一 准教授 KITADA Shinichi

　このタイトルが私の研究内容です。ちなみに、このタイトル
が2つの意味を持つと言われて、それぞれがどのような意味解
釈になるか説明できますか？　一つは、「面白い」という形容
詞が「言語」という名詞を修飾する解釈です。例えば、英語と
いう言語は面白い言語で、その面白い英語がどのような仕組
みになっているのかを解明したい、という解釈です。もう一つ
は、「面白い」という形容詞が「仕組み」という名詞を修飾する
解釈です。例えば、英語という言語には面白い仕組みが備
わっていて、その面白い仕組みを解明したい、という解釈で
す。このように、複数の単語が左右に並んでいる（だけの）一
つの言語表現が、二つ（以上）の異なる意味解釈を持つこと
があります。これを専門的には「言語の構造的多義性」と呼び
ますが、この特性を説明するには、言語が目に見えない階層
的な構造を持つと考える必要があります。この抽象的な階層
構造がどのような特性を持っているのかについて研究する分
野を理論言語学（統語論）と呼び、これが私の専門分野で
す。その中でも特に英語を中心的に扱うので、英語学とも言
います。
　構造的多義性を示す面白い言語（英語）が、なぜ、このよう
な多義性を生み出す面白い仕組み（階層構造）を持っている
のか、に興味・関心を抱いたら、統語論（英語学）に触れてみ
るのも面白いと思います。

日常生活を送っていて、「なんでこの人はこんなことを言うん
だろう？」と疑問に思ったことはありませんか。他者の真意を想
像して嬉しくなったり悲しくなったり、ときには混乱したりする経
験を誰しもお持ちだと思います。実は、こうした「他者にたいする
問いかけ」と文学研究は同じ根っこを持っています。つまり、私
が専門とするドイツ文学・思想とは、ドイツ語の技術を基礎にし
ながら、他者＝テクストが発する声にじっくりと耳を傾け、その声
が意味するところを追求する学問なのです。

私の研究対象は、戦間期ドイツを代表する文筆家ヴァル
ター・ベンヤミンの作品です。もう10年くらい彼のテクストを研
究していますが、「なぜこの単語をあえて使っているのだろう」

「なぜこの部分を削除したのだろう」などなど、テクストから立ち
現れる「なぜ？」がいまだ途切れることはありません。ベンヤミン
から投げかけられる無限の問いに立ち向かうためには、彼の隣
人たちの雄弁な声もたくさん聞く必要がありますし、ついでにこ
の人が生きた場所の空気を実際に感じたいとの思いから故郷
ベルリンにまで足を運びました。したがって、テクストを「読む」と
は机の上の作業を指すだけではなく、自らの思考世界を広げる
プロセスであると言えます。

外国語文学研究の魅力は、国や時代の垣根を超えて、テク
スト越しに作者や登場人物たちと友人になれることです。ドイツ
文学では、ヴェルター、メフィストフェレス、ユーリウスとルツィン
デ、ハンス・カストルプ、ヨーゼフ・Kといった数えきれない人物た
ちが、みなさんからの問いかけを待っています。

戦後に活躍した女性思想家ハンナ・アーレントは、「考えるこ
と」を、「私と私自身との対話である」と言いました。他者＝テク
ストと静謐に、そして同時に活動的に向き合うことは、自分自身
も気づいていなかった内なる声との出会いでもあります。こうし
た出会いの瞬間をぜひ楽しんでみてください。
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長沼 光彦（ナガヌマ ミツヒコ）

日本近現代文学
NAGANUMA Mitsuhiko

明治時代以降の日本近現代文学を対象として、同時代の思潮や風俗との関
係を研究しています。例えば、明治時代の夏目漱石『三四郎』を読むと、主人
公の大学生活は今と変わらないように思えます。一方で、その恋愛や世の中
に対する考え方は、今と少し異なるようです。過去の文学には、現代に通じる
面と、その時代特有の価値観を反映した面があります。共感しながらも、その時
代特有の思潮や風俗を知ることで、文学の読解をより深めることができます。

教授

市橋 孝道（イチハシ タカミチ）

イギリス文学・イギリス文化
 ICHIHASHI Takamichi

19世紀中頃に活躍したイギリスの文豪サッカレーとディケンズの作品を中
心に、ヴィクトリア朝時代の文化全般についての研究も進めています。二人
の作家は大英帝国の繁栄を様々な角度から描いており、類似点もあれば興
味深い相違点も多く見受けられます。近代文明の基礎が築かれていく時代
に創作された彼らの作品には、そうした社会や文化に対する人間の詳細な
心理を読み取ることができ、現代の私たちにも通じる部分があります。

准教授

鈴木 正美（スズキ マサミ）

ロシア文学・ロシア文化
SUZUKI Masami

現代ロシアの詩、芸術、音楽が主な研究対象です。どのジャンルも密接に関
連しており、日々新たな表現が生まれています。多彩な作品や表現を追う毎
日は刺激に満ちていて、決してあきることはありません。どんなにつらいことが
あっても酒とジョークで笑いとばし、芸術にどっぷり浸り、人生を最大限に楽し
むのがロシア流なのです。哲学的な文学や難解な現代芸術作品から心躍る
ジャズやロックまで、幅広くロシア文化に関する授業を行っています。

教授

大竹 芳夫（オオタケ ヨシオ）

英語学
OTAKE Yoshio

「ことばは文化の乗り物、心の鏡」であると言われます。英語ということばには英語話
者の文化や発想が映し出されます。授業では、英語に特有の仕組みを観察しながら、
英語話者の生き生きとした感覚や発想、異文化と自文化の価値の多様性、そして人
間の心の働きとことばの仕組みの結びつきを探求します。また、応用言語学的見地
から、言語理論と英語教育との接点についても考えます。最新の言語学や英語教育
の研究成果を、わかりやすく、深く、面白く皆さんに伝えることを心がけています。

教授

江畑 冬生（エバタ フユキ）

言語学・言語類型論
EBATA Fuyuki

研究対象は言語です。言語は物ではないので、実際に手にとって調べるわけにはいき
ません。人間の言語活動を観察する必要があります。人間が意思を相手に伝える際、
言語が手段になります。物理的には音声が用いられます。音声が対話者の耳に入り
意味として理解されたときにはじめて、伝達が成立します。発した瞬間に消えてしまう
音声と、客観的に捉える事が難しい意味。ある種つかみどころのない音声と意味を、
なんとか科学的に解明しようするのが言語学です。言語は我々にとって身近すぎる存
在ですが、ふだん意識されないその構造には驚くべき緻密さが見られるのです。

准教授

北田 伸一（キタダ シンイチ）

英語学
KITADA Shinichi

生成文法理論という理論的枠組みに基づいて統語論の研究をしています。
具体的には、英語や日本語などの個別言語の間に観察される変異や、同じ
英語であってもイギリス英語とアメリカ英語の間に変異が観察されますが、こ
れらの変異がどのような仕組みによって生じているのかに興味をもって研究
をしています。また、こうした言語間変異の仕組みから抽出される普遍的な言
語一般の特性の解明にも関心を持って研究をしています。

准教授

田邉 恵子（タナベ ケイコ）

ドイツ文学
TANABE Keiko

戦間期ドイツで多彩な執筆活動を展開した文筆家ヴァルター・ベンヤミンの作品
が専門です。とくに彼の亡命期の思想に着目して研究を進めています。さらに最
近はベンヤミンから出発して、「故郷」「過去の思い出」「子ども」といったキーワー
ドのもとで19世紀～20世紀のドイツ文学・思想を考察しています。過去の言説
を読み解くことは、現在や未来を思考するために自分独自のまなざしを得ることに
つながります。 新たな出会いに溢れるドイツ文学の世界を一緒に探検しましょう！

准教授

津森 圭一（ツモリ ケイイチ）

フランス文学
TSUMORI Keiichi

『失われた時を求めて』の作者として知られるマルセル・プルーストの研究をし
ています。プルーストが作品中で「風景」をどう描写しているかというテーマに
取り組んでいるうちに、「風景」とはそもそも何か、という問題に関心が広がっ
ていきました。授業では、「風景」を表現する手段である「文学」、「庭園」、「建
築」、「絵画」、以上4つの領域をめぐって、皆さんと意見交換できることを期
待しています。

准教授

教員からのメッセージ 教員紹介



平野 幸彦（ヒラノ ユキヒコ）

アメリカ文学
HIRANO Yukihiko

19世紀前半のアメリカの作家エドガー・アラン・ポーを中心に研究を進めて
います。また、英語教育における文学作品の活用法や翻訳論などにも関心が
あります。文学を始め、芸術を学ぶ意義は、異なる時空に生を享けた人々の想
像力が生み出した偉大な作品から、21世紀の日本に生きる我々固有の問題
や、人間存在に普遍的なテーマを考えるための手がかりを得ることにあると思
います。皆さんも、この汲めども尽くせぬ叡智の泉を探ってみませんか。

准教授

三ッ井 正孝（ミツイ マサタカ）

現代日本語論
MITSUI Masataka

日本語（主に近現代語）を対象として、語彙や文法を中心に学んでいます。
例えば、〈「壊す」には「壊れる」と、似た形の語があるのに、「食べる」にはな
い。これはなぜだろうか？〉〈「文法について勉強する」と「文法を勉強する」と
は何か違いがあるのだろうか？〉〈明治や大正の文章には、私たちの使わない
言い方があらわれる。現代に至るまでにどんな変化をしたのだろうか？〉そんな
ことを、日々、学生たちと考えています。

准教授

廣部 俊也（ヒロベ シュンヤ）

日本近世文学
HIROBE Shunya

江戸時代は「文学」の意味がもっとも揺れた時代だったと言えます。本格的
な古典文学は過去のものであり、西洋的な近代文学は到来していない時代。
別の見方をすれば、堅苦しく考えず、資格も問われずに誰もが気楽に文芸に
参加できた時代なのかもしれません。結果、現在の私たちが「日本的」だと感
じるものの多くがこの時代に形作られました。そういう自由な空気が好きで、
戯作・俳諧・歌舞伎・浮世絵などについて考えています。

准教授
藤石 貴代（フジイシ タカヨ）

朝鮮文学
FUJIISHI Takayo

日本では漢字が「真名」であり、漢字を書き崩して「仮名」ができましたが、ハ
ングルは漢字や仮名とは制字原理を異にする表音文字です。朝鮮王朝4代
目の国王、世宗の時代に、建国叙事詩「龍飛御天歌」を作るなど試行を経て
公布されました。高麗時代から科挙が行われた朝鮮では漢文こそが文章語
でしたが、ハングルで詩歌が記録されるようになり、17世紀頃からハングル小
説も登場します。辞書をひきひき一緒に解読してみませんか。

准教授

干野 真一（ホシノ シンイチ）

中国語学
HOSHINO Shinichi

中国語学の授業を担当しています。口語語彙の変遷、特に前置詞に関心があ
り、歴代の文学作品などに見られる用例をもとに考察しています。中国語を学び
初めのころは、徹底して音声を体にしみ込ませ、音に対する反応を磨きましょう。文
法を学ぶ際は、日本語や英語など、他の言語との違いにも目を向けてみましょう。
言語表現には、その言語の世界の切り取り方が反映されていますから、中国語的
なものの見方に迫ることが、学ぶ楽しさ、多様な価値観の修得につながります。

准教授

外国人教員
アジア文化

毎年、人文学部と交流協定のあるアジアのいろいろな大学の教員が、アジ
アの言語文化に関する講義や外国語の授業を担当しています。

准教授

私は、日本近現代文学ゼミで近代文学を学んでいます。芥川龍之介や夏目漱石、宮沢
賢治などの近代文学作品は皆さんも学校の授業で触れたことがあるのではないでしょう
か。私は主に晩年期の太宰治の作品を卒業論文のテーマにして研究をしています。近代
文学の魅力は、当時の文化を垣間見られるところと柔軟な解釈ができるところにあると感
じています。そして考えたことを自分の言葉で自由に論じられるのがとても楽しいです。学
問的な厳格さこそありますが、当時の思潮や風俗を踏まえつつ現代を生きる私たちの価
値観や感性で作品を捉えることで読解をより深められると思っています。皆さんも国文学
の世界で自分のユリイカを表現してみませんか。

答えのない楽しさ、面白さ 木村 瑞希 日本文学 4 年

“Tom likes him.”“Tom likes himself.”2つの英文で、himとhimselfの示す人物は異
なり、himがTom自身を指し示すことはできません。このように2つの代名詞が別のものを
表すことは、中学や高校の授業で習うのではないでしょうか。しかし、なぜそうなるのか気に
なったことはありませんか？　英語学のゼミでは、英文の目に見えない部分でどのようなこ
とが起こっているのか、どんな構造をしているのかを見ていきます。英語の「なぜ？」と疑問
に思ったことを、もう一歩踏み込んで探究してみませんか？

隠された面白さの発見 髙松 夏海 英語学４年

逸見 龍生（ヘンミ タツオ）

フランス文学・思想
HEMMI Tatsuo

「光の世紀」と原語でいわれる新しい時代を求めたフランス18世紀の思想家
たちの著作を主に研究しています。ゼミではフランス語文化のもつ魅力と奥行
きを幅広くとらえます。フランス語をしっかりと身につけたうえで、作家のことばの
一つ一つを正確に読み解いたり、歴史に散歩したり、芸術に結晶されたその美
意識や感受性をあじわう。その世界は万華鏡のように多様で、深みがあります。
フランス語圏の社会や文化の世界にわけいる楽しさ、ヨーロッパ、そして他の文
明圏の伝統や現在と、精神的交流をする歓びを、ともに経験していきましょう。

教授
アンニャ・ホップ

ドイツ語教育・ドイツ文化学・日本研究
Anja HOPF

外国語としてのドイツ語教育（DaF)の研究と実践を行なっています。コミュニケー
ションスキルズ（スピーキング、リスニング、ライティング）、長文読解、和独の翻訳
はもちろん、CLIL（Content and Language Integrated Learning)の可能性に
も興味を持っています。またドイツと日本の近現代における消費文化やアート、さ
らにはサブカルチャーを美術史/文化学的視点から考察しています。日本から見
たドイツ、ドイツから見た日本のイメージの変遷にも関心を寄せています。ドイツ語
の奥深さを学ぶことを通じて日独関係の意外な一面に触れてみませんか？

准教授

グレゴリー・ハドリー
英語教育の社会学

Gregory HADLEY

21世紀のグローバル新自由主義の社会の中、学生をグローバル市場や企
業の課題に対応させることが求められています。しかし、学生の知性を鋭くし、
自分自身とは異なる人々や社会に対する見方を洗練させることのほうがより
重要だと信じています。そのようなスキルを身につけた卒業生は地域社会と
国際社会の両方に多大な貢献をすると思います。このような信念のもと教育
研究を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

教授
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ドイツ文化って面白い！ 安部 彩 ドイツ言語文化学 4 年

私がドイツ言語文化を選択したのは第二外国語でドイツ語を学んだことや、小学校の頃
に交流したドイツ人の方からドイツの文化について教えてもらったことで興味を持ったから
です。このプログラムは言語だけでなくドイツに関することであれば美術、社会学、哲学な
ど幅広い分野にわたって学ぶことができるのが特徴です。私はドイツの児童文学作品や
子供の絵本をテーマとして扱っています。ドイツの絵本は子供向けとは思えないほど哲学
的で、大人も楽しめるところが面白いです。少しでもドイツ文化に興味がある方は是非い
らして下さい。

中国文学から広がる世界 高橋 千尋 中国文学４年

中国文学のゼミでは、古代の文章を読解し、白文に慣れることで、今後の研究の基礎を培
います。読む力を身につけつつ、今まで聞いたことのない言葉を見知ったり、美しい表現に
出会ったりするなどといった発見が多いです。私は高校生の頃から中国史に興味を持ち、大
学でも専門の勉強をしようと思っていました。しかしその一方で、物語を読み、それらが書かれ
た背景にある作者の経験や心情を考察していくことも好きでした。そこで、当時の人々が歴
史的事象をどのように捉え、詩や小説、戯曲などの文学作品に反映させているのかを探究
してみたいと思い、文学を専攻しました。現在、私は古代の文学作品を中心に学んでいま
す。古代は非常に範囲が広く、ゼミ内で読むもの以外にも数えきれないほどの作品が存在し
ます。それらは近現代の作家や作品にも影響を与え、中国文学を体系づけています。長い
歴史の中で生きていた沢山の人たちの思いを、文学作品を切り口に見てみませんか。

教員紹介 学生の声



国際交流・大学間交流 留学生の声
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令和元年、私は新潟の漫画家さんから「新潟大学に来てみませんか？」と言われて、韓国から新潟大学に入
学しました。深く悩まずに決めた入学でしたが、私の大学生活はあまり順調ではありませんでした。日本語が難
しすぎて授業の感想を書くのに何時間もかかり、コロナ禍で２年間オンライン講義だけに参加してきました。そ
れにもかかわらず新大の学生になってからの毎日が幸せでした。思い切り勉強して活動すれば、機会が得ら
れるからです。多様な分野に触れられる人文学部のカリキュラムと大学の副専攻プログラムを通じて、私はメ
ディア・言語・データの関係について考察することができました。素晴らしい先生方は私の質問に熱心に答
えてくださり、教員の方々はいつも私に配慮してくれます。また、明るく元気のある友達と一緒にサークル活動
をすると前向きな気持ちが溢れてきます。このような環境の中で目を覚ましたある日の朝、私を歓迎したのは綺
麗な空気とスズメの鳴き声、そして自ら成長したという感覚でした。今後どのような事が私を待っているかは分
かりません。しかし、ここなら何でもできると信じながら、残りの２年間新大での生活を満喫し、新潟の美しい花
火も見に行きたいと思います。

チョ・ユンビン　言語学３年

皆さんは、中国での留学生活について、どんなイメージを持たれるでしょう。私が留学した北京は大都会であり、たいへ
ん快適に過ごすことが出来ました。私は奨学金制度を利用して北京大学に1年間留学しました。最初の半年は、対
外漢語教育学院という留学生向けの中国語学習機関で中国語をレベルアップさせました。各クラス15人程で、世
界中から来た留学生と共に授業を受講します。語学力に応じたクラスに振り分けられるので、自分の中国語力を最
大限に高めることが出来ました。後半の半年は、中国人学生向けの学部の講義を、中国人の学生らと共に受講しま
した。中国の言語や文学についての授業を中心に取りました。留学中、すべてを中国語でやりとりするのは大変でし
たが、その他の生活はたいへん快適に過ごせました。食費・交通費が安く、どこでも電子マネー決済ができ、「外卖」と
よばれるデリバリーサービスも充実しています。帰国した今では、日本が不便に思えるほどです。私のオススメの食べ
物は「小龙虾」(ザリガニ)と「荔枝」(ライチ)です。「小龙虾」は唐辛子などでスパイシーに味付けされていて美味です。
「荔枝」は甘酸っぱく、日本では食べられない味です。ぜひ中国に留学して様 な々文化を堪能してみましょう。

門脇 寛人　中国語学卒業生

人文学部は外国の諸大学との教育・研究の交流を積極的に進め、グローバル化する現代社会に必要なバランス感覚を備えた人材を養成しています。
在学中に積極的に長期・短期の留学をする学生諸君も多く、人文学部で学ぶ外国人留学生も徐々に増えてきました。
さらに、敬和学園大学人文学部、新潟国際情報大学との間で単位互換協定を結んでいます。
人文学部で学ぶということは、このように開かれた知的ネットワークの住人になることでもあるのです。

私は大学3年次に約半年間、アメリカのニューヨーク州立大学フレドニア校というところに留学しました。中学生
でのホームステイで異文化を知る面白さに気づき、長期留学を目指すようになりました。ニューヨークというと大都
会のイメージがありますが、私が過ごしたフレドニアは地方のエリアです。自然が豊かで、勉強で疲れた時は湖ま
で友達とドライブしたり、時には自然アクティビティにも参加しました。新潟と雰囲気が似ていたので、異国の地で
新生活を始めるにはぴったりの場所でした。また芸術に力を入れている大学だったので、絵が好きな私にとって、
充実した環境で志の高い仲間と学べたことはとても幸せでした。しかし留学はこのような楽しいことばかりではあ
りません。毎週出される大量のレポートやリーディング課題、授業中の積極的な姿勢もアメリカの大学では重要
視されます。正直最初は辛かったですが、仲間と共に切磋琢磨し合いながら一つ一つ丁寧にこなしていったこと
で大きな力が身につきました。このように留学中は大変な時もあると思いますが、それを忘れられるほどの刺激的
な日々 が待っています。留学をするかどうか悩んでいる人は、是非チャレンジしてみてください！

髙橋 映華　英語学卒業生

私は1年の夏休みに3週間のショートプログラムで憧れだった韓国へ行きました。一番印象的だったの
は、韓国人の情の深さでした。地下鉄で近くにいた方が気さくに話しかけてくださったり、お店の方が飲み
物をサービスしてくださったり、見知らぬ外国人である私たちにも本当に優しくしてくれました。また、友達に
なった韓国人の大学生ともたくさん交流し、その年の冬には日本へ遊びに来てくれました。自分の韓国語
運用能力をもっと高めて、多くの韓国人と触れ合いたいと思うようになり、2年の秋から1年間、仁荷大学
に留学しました。今度は韓国の大学生として長期間過ごしたため、授業が難しく毎日大変でしたが、韓国
人の友達に助けてもらいながら現地で過ごすことで、自分の成長を肌身で感じました。また、外国人の友
達もでき、様々なバックグラウンドを持つ人 と々話すことは自分にとって大きな刺激でした。新型肺炎のせ
いでオンライン授業となり、困難も多かったですが、やり遂げた後の達成感は大きかったです。留学を通し
た様々な人との出会いを通し、もっといろんなことに挑戦してみたいと思うようになりました。自分を成長さ
せる出会いがある留学にぜひ挑戦してみてほしいです。

林 小菜海　メディア文化論卒業生

留学に行く皆さんや、人文学部に来ている留学生
の皆さんのお手伝いをしています。またアジア関
係の雑誌や書籍などの管理も担当しています。
資料について何か分からないことがありましたら、
お気軽にお尋ね下さい。

永木 敦子（エイキ アツコ）
助手

EIKI Atsuko

専門はメディア論です。市民が主体となってコミュニティの記録を保存・管理・活用す
るコミュニティ・アーカイブについて、福島県奥会津地域での実践を通して研究してい
ます。また、人々が環境と応答して生み出す身近な「かたち」に関心を寄せ、写真作品
を制作しています。情報通信技術の進展によって大きく変わりつつあるメディアと社会
を、みなさんとともに考え、未来を探っていきたいと願っています。

榎本 千賀子（エノモト チカコ）
助教

ENOMOTO Chikako

新潟大学が結んでいる大学間交流協定 人文学部が結んでいる部局間交流協定 学生交換協定がある大学 ＊2022年5月31日現在

国内の協定大学
単位互換協定
敬和学園大学人文学部
新潟国際情報大学
（国際学部、経営情報学部）

学部間協定
愛媛大学法文学部
岩手大学人文社会科学部

トルコ
アンカラ大学
中東工科大学
エーゲ大学

学大

学大

学大

ドイツ
ダルムシュタット工科大学
ビーレフェルト大学
ビーレフェルト大学
言語学・文学部及び歴史・哲学・神学部
マグデブルク・オットー
フォンゲーリック大学
ルール大学ボッフム東アジア学部
ミュンスター大学

学大

学大

大

学大

学部

学部

オランダ
ワーヘニンゲン大学大

クロアチア
スプリット大学大

インドネシア
ウダヤナ大学大

中国
中国地質大学武漢校
中国地質大学北京校
中国農業大学
天津外国語大学日本語学部
東北師範大学
東北大学
ハルビン医科大学
ハルビン工業大学
復旦大学中国語学部
復旦大学歴史学部
北京師範大学珠海分校
北京大学
北京大学歴史学系

華中科技大学
華中師範大学
華中師範大学外国語学部
華東師範大学国際漢語文化学院
華東理工大学公共社会管理学院
吉林大学東北アジア研究院
黒竜江大学
湖南大学
湖北大学
首都師範大学歴史学院
西安交通大学
清華大学
清華大学人文学院
清華大学人文学院歴史学部
大連理工大学
中央民族大学
中国海洋大学文学院
中国人民大学国学院

学大

学大

学大

大

学部

学部

部

学大

学大

学大

大

学大

学部

学大

学大

学大

学大

大 学

大 学

大 学

部

部

部

部

学部

学大

部

大

部

部

部

アジア太平洋地域
アジア太平洋大学交流機構学大

リトアニア
ヴィリニュス大学学大

ラオス
ラオス国立大学学大

フィリピン
アテネオ・デ・マニラ大学学大

ベトナム
ハノイ工科大学学大

カンボジア
王立プノンペン大学学大

インド
コーチン科学技術大学
インド理科大学院大学
インド工科大学ルールキー校
インド宇宙科学技術大学

大

学大

学大

学大

スペイン
マドリッドコンプルテンセ大学
ナバーラ州立大学

大

学大

タイ
コンケン大学
スリン地域総合大学
チェンマイ大学
タマサート大学
チュラロンコン大学
カセサート大学
モンクット王工科大学トンブリ校
ナレースワン大学

学大

部

学大

学大

学大

学大

学大

大 韓国
翰林大学校人文大学
ソウル大学校人文大学
漢陽大学
仁荷大学
仁荷大学校文科大学

学大

学大

学部

学部

部

カナダ
アルバータ大学大

モンゴル
モンゴル医科学大学
モンゴル生命科学大学
モンゴル国立大学
モンゴル科学技術大学
モンゴル教育大学

学大

大

大

学大

学大

オーストラリア
シドニー工科大学学大

イギリス
シェフィールド大学
ブリストル大学
ブリストル大学文学部

大

大

部

ボルドー大学学大

フランス
ナント大学
ボルドー・モンテーニュ大学
リヨン高等師範学校

学部

大 学

部

シンガポール
ラサール芸術大学映画・
アニメーション学科

部

スリランカ
ペラデニア大学学大

アメリカ
イリノイ大学シカゴ校
オレゴン大学
ミネソタ大学
カンザス州立大学
ニューヨーク州立大学フレドニア校
ロードアイランド大学
ロズウェルパーク癌研究所

学部部

大

大

大

大

大

学大

台湾
義守大学
国立中央大学
国立彰化師範大学
国立成功大学
国立台湾師範大学
国立高雄師範大学
国立高雄大学
静宜大学
中原大学
長栄大学人文社会学院
東呉大学
南台科技大学
文藻外語大学

学大

大

大

大

学部

大 学

大 学

大 学

学大

大 学

大 学

大 学

大 学

イタリア
ラクイラ大学
ミラノ大学

大 学

大 学

ポーランド
ウッジ大学
コズミンスキー大学

学大

大

大

大

ロシア
国立極東人文大学
サンクト・ペテルブルク大学
北東連邦大学
極東連邦総合大学東洋学院
沿海地方国立農業アカデミー
極東国立農業大学
モスクワ国立大学
太平洋国立大学
モスクワ国立第一医科大学
極東連邦大学

学部

部

部

学大

学大

大

学大

学大



就職データ 卒業生の声

近現代に活躍した日本の小説家の多くがフランス文学に親しんでいたと知り、なぜだろうと考えたこと、これが
仏文科に入った理由でした。大学では、語学力は勿論、多様な表現を分析的に解釈する力、自分の考えを効
果的に伝える力を身に付けることができました。こうした力は、例えば私の仕事である学習塾の授業に即して言
えば、どのように問いに答えればよいかを考えたり、解答への道筋を受講生に分かりやすく伝えたりする場面で
発揮されると考えています。文学は虚学だと時々言われますが、私はこう反論します。文学が人間についての
脈々たる研究の一部であるとすれば、ある問いについて自分なりに考えて答えを導くために、果ては自分の人
生を鱈腹味わうために、文学は欠かせないもの、すなわち実学である、と。

株式会社ワオ・コーポレーション　能開センター青山校・小針中央校　及川 慶耀

法務省 横浜保護観察所　石井 菜々子
私は高校時代から心理学を学びたいと思っており、人文学部を選択しました。大学では認知心理学を中心に、
教育学部の臨床心理学の講義なども受講し、様々な心理学を学ぶことができました。現在、心理学の専門知
識を活かせる職業として、保護観察官という仕事に就いています。適正なアセスメントを行うことで、保護観察
対象者が非行に至ってしまった原因を明らかにし、どのように地域内で立ち直りを支援するか、再犯防止のた
めにどのようなサポートが必要か考える上で、心理学の知見が役に立つと思います。4年間の大学生活を経
て、卒業後も生かせる様々な知識を学べたこと、そして何より素敵な仲間や先生方と出会えたことが、大きな糧
となりました。皆さんも人文学部で素敵な大学生活を送りませんか？

ふとした瞬間に僕らは、自分にとって本質的な事柄を考えてしまいます。自分とはなにものなのか、これからどう
なっていくのか、生きる意味とはなんだろうか…。こんな難しそうな問いにはそっと蓋をして、僕らはまた、それぞれの
日常へ戻っていくべきなのかもしれません。だけど決まって、そうした問いは幾度となく僕らを襲ってくる。つまるところ
それは、譲ることのできない、一人ひとりが当事者として向き合うべきなにごとかなのだと思います。そうしたなに
ごとかに捕らえられて、僕自身、もうずいぶんと遠いところまで登って来てしまった気がします。でも振り返って
みると、入り口は確かに見えている。僕にとってはその入り口こそ、自由に考えを巡らすことのできた、あの人間学
という場だったのだと思います。

東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程　渡邉 京一郎

大学在学中は、民俗学を専攻し、新潟県内の様々な調査地で、夏・冬各1回のフィールドワーク（民俗学実習）
を行いました。調査では全く知らない人のところに飛び込み、お話を伺うことがほとんどでしたが、自分の思い込み
で物事を決めつけず相手の話にきちんと耳を傾けることで、理解できる事柄があることを学びました。私は、富山
県の黒部市役所で住民税の賦課等の窓口業務を経て、現在は民俗行事の調査や映像記録作成など地域の
伝統文化の継承や、文化財の保護等の業務に携わっています。市役所の業務は多岐にわたりますが、民俗学
を通して得られた「聞く力」は、日々の業務にも活かされています。民俗学を学べる数少ない国立大学である新潟
大学で、人々の生活や文化を見つめてみませんか？

富山県黒部市役所　廣田 春奈

地元・新潟の新聞社、新潟日報社に入社し、広告営業などを経て、自社ビル「メディアシップ」の管理運営・ブ
ランディングに関わる業務に従事しています。学生時代は、小説・映画・テレビドラマ・マンガなどの考察や、メ
ディアごとの比較研究などに取り組みました。卒業論文では日本の小劇場演劇の演出家を取り上げ、大好きな
作品に没頭し、考え続けるという至福の時間を持つことができました。一緒に学んだ仲間は、文学・映画・写
真・マンガなど、それぞれの分野への愛を持つ人たちが多く在籍し、彼らに刺激を受けたことも自分の人生を豊
かにしてくれる経験になったと感じています。現在は新聞社員として、自社媒体の魅力をどう伝えていくか悩む
日々ですが、人文学部で得た学びを思い出しながら、日々奮闘しています。

新潟日報社　武士俣 かすみ
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就職状況（過去3年間）

過去3年間の主な就職先

令和4年5月1日現在

（男 100%　女 99.3%）

■ 令和3年度卒業生

令和2年5月1日現在

（男 100%　女 100%）

■ 令和元年度卒業生

令和3年5月1日現在

（男 100%　女 100%）

■ 令和2年度卒業生

総務省、農林水産省、厚生労働省、国土交通省東北地方整備局、新潟地方
法務局、さいたま地方法務局、東北財務局、新潟労働局、山形労働局、群馬労
働局、富山労働局、東北経済産業局、関東信越国税局、関東信越厚生局、東
北厚生局、北陸地方整備局、法務省専門職員保護観察官、農林水産省動物
検疫所、公正取引委員会裁判所　ほか
東京都庁、北海道庁、県庁（新潟県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、栃木
県、群馬県、長野県、富山県、福井県）
市役所（新潟市、長岡市、新発田市、柏崎市、三条市、燕市、十日町市、小千谷
市、佐渡市、札幌市、旭川市、秋田市、大館市、大仙市、山形市、酒田市、仙台
市、福島市、郡山市、鹿嶋市、行方市、小山市、前橋市、渋川市、長野市、松本
市、砺波市）、東京都渋谷区役所、東京都世田谷区役所　ほか
海上自衛隊
県警察（新潟県、茨城県、静岡県）、東北管区警察局
国立大学法人（新潟大学、上越教育大学、山形大学、群馬大学、東京農工大学）
公立大学法人（福島県立医科大学）
私立大学（日本歯科大学）
農業協同組合（全国農業協同組合連合会、JA新津さつき、JA全農いわて　ほか）
中高教員（新潟県、北海道、山形県、福島県、栃木県、東京都、長野県、富山
県、石川県　ほか）
新潟市美術館
など

1 公務員・公共法人・教員等
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■

6 卸売・小売等
アマゾンジャパン
合同会社
丸善ジュンク堂書店
ニトリホールディングス
トップカルチャー
群馬県教科書販売
セブンイレブンジャパン
ウオロク
丸井グループ
イオンリテール
東京インテリア家具

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

伊藤忠エネクス
コメリ
アークランドサカモト
クスリのアオキ
杏林堂薬局
ウエルシア薬局
ディーエイチシー
トヨタカローラ
いすゞ 自動車販売
など

■
■
■
■
■
■
■
■
■

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
湯浅報恩会寿泉堂病院
医療法人崇徳会
一般財団法人竹田健康財団
ベネッセスタイルケア
NSGホールディングス
マイナビ
JR東日本企画
日本旅行
エイチ・アイ・エス
ジャルパック
新潟グランドホテル
セコム上信越
スタッフサービス・ホールディングス
など

2 サービス（医療・教育・観光等）
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

東日本旅客鉄道
えちごトキメキ鉄道
新潟交通
中越通運
ヤマト運輸
主婦の友社
福島民報社
秋田魁新報社
東奥日報社
新潟テレビ21
茨城放送
NTTドコモ
BSNアイネット
楽天グループ
富士通エフ・アイ・ピー・システムズ
テクノスジャパン
メンバーズ
NS・コンピューターサービス
など

3 運輸・情報通信・マスコミ等
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

銀行（日本銀行新潟支店、みずほ、
第四北越、大光、秋田、山形、横浜、
足利、荘内、三井住友信託　ほか）
信用金庫（長野、新発田、但馬）
信用組合（新潟縣）
中央労働金庫
こくみん共済Coop
イオンフィナンシャルサービス
第四北越証券、丸三証券
保険（日本生命、明治安田生命、
三井住友海上火災、住友生命、
損保ジャパン日本興亜、東京海上
日動火災保険　ほか）
など

4 金融・保険等
■

■
■
■
■
■
■
■

大学院進学者数：令和元年度卒業生13名、令和２年度卒業生13名、令和３年度卒業生８名
進学先：新潟大学、上越教育大学、北海道大学、東北大学、山形大学、筑波大学、東京大学、東京外国語大学、

名古屋大学、京都大学、岡山大学、九州大学、新潟青陵大学　など

12.9%

3.運輸・情報通信・
マスコミ等

1.公務員・公共法人・教員等

2.サービス（医療・教育・観光等）

 4.金融・保険等

5.製造・建設等

6.卸売・小売等

26.7%

23.8%

11.9%

14.9%

9.9%

北海道電力
東北電力
東京電力ホールディングス
セキスイハイム信越
三菱重工業
コロナ
ダイニチ工業
THK新潟
UTコンストラクション
WELCON
日軽新潟
東芝ホームテクノ
日立グローバルライフ
ソリューションズ
福田道路

5 製造・建設等
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

本田技研工業
ロート製薬
本間組
東洋紙業
光村印刷
第一印刷所
富士フイルムビジネス
イノベーション
リコージャパン
コニカミノルタジャパン
帝人フロンティア
コカ・コーラボトラーズジャパン
シャトレーゼ
越後製菓
など

『伊勢物語』の「初冠」という章段は、主人公の男が、若 し々く美しい姉妹を垣間見する場面から始まり、その時
の様子は「心地惑ひにけり」と表現されています。「心が乱れてしまった」すなわち、男は恋に落ちたということな
のですが、同じ完了の助動詞でも「てけり」ではなく「にけり」であることに注目すると、はっとさせられます。たった
一文字だとしても明確な使い分けがなされており、そこには古典作品ならではの日本語の美しさのようなものが
あるように思えるのです。古典のおもしろさを感じてほしいという思いで奮闘する日々ではありますが、正直なとこ
ろ高校の3年間では短すぎる！　人文学部での4年間、そこで出会う友人や素敵な先生方と一緒に古典の世
界にどっぷり浸かってみてはいかがですか。

新潟市高等学校教諭　立川　司



タクシー　約5分

創生学部、
留学センター、キャリアセンター

法学部、経済科学部、
現代社会文化研究科

・五十嵐キャンパスの最寄駅は、JR越後線の「新潟大学前」駅、
 あるいは「内野」駅になります。
・キャンパスまでは、いずれの駅からも、徒歩15～20分ほどかかります。  
 駅から大学までは上り坂が続きますので、バスでのお越しをおすすめし 
 ます。
・駅からタクシーを利用される場合は、駅前にタクシー待機場がある 
 「内野」駅での下車をおすすめします。

生協書籍部・購買部
（厚生センター）

新潟大学構内には、福利厚生施設と
して、生協の他にローソンが出店してい
ます。
大学の広報コーナーが併設されたラウ
ンジは、学生でいつも賑わっています。

丼ものや麺類から一品ものの組合
せまで、季節ごとに変わる豊富な
メニューが、低価格で提供されてい
ます。朝定食「あさてい」は一人暮
らしの強い味方。「学食パス」も便利
です。
このほか、総合教育研究棟の近くに
第２食堂＆ベーカリーショップ、大学
会館の隣に第３食堂があります。
新入生の食を支えています。

総合教育研究棟内にある、人文学部の合同資料
室には、専門に特化した書籍・雑誌が数多く集めら
れています。学年があがると、図書館だけでなく、
こちらの資料を利用する機会も増えてきます。

人文学部の教員研究室や、資料室、展示室
があります。少人数のゼミ室から400人収容
の大講義室まで、教育スペースも充実しており、
教育・研究の拠点となっています。いろいろな
届け出を行う際にお世話になる事務室も
こちらにあります。

約130万冊の蔵書を誇る五十嵐キャンパスの
附属図書館は、通常の図書館機能に加えて、
ネット接続可能なパソコン、AV機器、外国語学
習教材を備えた自主学習スペース「ラーニング・
コモンズ」が充実した、学生生活に欠かせない
場所となっています。また、学習をサポートする

「ラーニングアドバイザー」など、様々なサービス
も提供されています。休業期間等を除き、平日・
土日祝とも22時まで利用できます。詳しい利用
方法は図書館のウェブサイトをご確認ください。

書籍部では、教科書・専門書から
ベストセラーまで、様々な書籍が割引
価格で販売されています。

購買部では、軽食や文房具などの他、
パソコンや周辺機器なども買えます。
ここでしか手に入らない、新大オリジナル
グッズも要チェックです。

人文学部の授業は、教員の研究室がある総合教育研
究棟のほか、この校舎の教室でも行われます。

コンビニエンスストア

学生食堂（第1）

人文学部合同資料室

附属図書館（中央図書館）

総合教育研究棟

人文社会科学系棟
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佐渡島を望む日本海、豊かな緑、四季折々の花 ・々・・・・・
自然環境に恵まれた新潟大学のキャンパスでは、勉強、スポーツ、レジャーなど、
充実した学生生活をおくることができます。

人文学部の最寄りの
バス停は、「新大西門」
になります。

キャンパスマップ


