
【教員氏名】

有川 康二

・研究室：聖アンデレ館6階624号室

・オフィスアワー：月、木の昼休み時間

・メールアドレス：karikawa@andrew.ac.jp

【単位数】

2 単位

【授業形態】

『講義』『実習』『プレゼンテーション』『グループワーク』

【講義・演習概要】

Mother Nature created the human brain. The human brain produces a natural language as

 your mother language. Grammar rules are natural laws. Studying the laws and mechanis

ms of the human natural language computation is studying natural laws. This class stu

dies the information processing system (the computational system of human natural lan

guage (CHL)) that is created by Mother Nature. The examples that we use in this class

 are your mother languages. The class will be held in English.

【学習（到達）目標】

The goal is to understand why human language study is a search for natural laws. We a

lso challenge various commonsense dogmas about language. 

【講義・演習計画】

第1回：Introduction

 Grammar study as an empirical science and human brain research

 Read the syllabus and the introductory part of the textbook

第2回：Arguments against various dogmas regarding human natural language

第3回：The three factors of language design; why humans lie; linguistic features; and

  Merge, i.e., the fundamental operation in CHL

第4回：The basic property of human natural language

第5回：The principle of minimal computation (MC), i.e., a natural (physical) law; how

  MC works in CHL

第6回：A hypothesis that the human natural language system is a virus-checking system

第7回：Linguistic virus-elimination algorithms is similar to the Gaussian elimination

  in mathematics; the virus elimination in mathematics is akin to the innate im

 mune system, whereas the virus elimination in the human language system shares

  properties with the adaptive immune system

第8回：How CHL and sensorimotor (SM; sound) system obey the law of inertia, which is 

 a natural (physical) law (Newton's first law).

第9回：Continue to see how CHL and SM obey the law of inertia, which is a natural (ph

 ysical) law (Newton's first law); the Lyman's law, which states that SM perfor

 ms cost calculation.

第10回：Review the linguistic virus-elimination algorithms; prove the existence of ge

 ometries of direct passive in Japanese and Hindi, and indirect passive in Japa

 nese and English (get-passive).

第11回：Another kind of MC working in CHL, i.e., the relativized minimality principle

. We will see an interesting phenomena as wanna-contraction for example.

第12回：How MC works in complex-wh sentences; prove the existence of direct/indirect 

interrogatives in English and Japanese.

第13回：Evidence that finite tense (T) contains virus buster [NOM], and that v-V syst

em contain virus buster [ACC]; a more accurate geometry of complex wh-questio

ns; how Fibonacci sequence appears in CHL.

第14回：How the commutative law and associative law are relevant to the computation o

f human natural language; how graph theory teaches us something about grammat

icality.

第15回：Review, Q & A, discussion

【成績評価の方法】

その他：100％

For each class, please watch the video clips (30min. times 3), and take notes of the 

lecture. Handwrite your notes and use block letters. Take at least 3-page notes for e

ach class. Photograph your notes and attach them to the Word pages. Send the file to 

me via M-Port by dead line. Your notes are evaluated according to their quality and q

uantity. I will be in the class room during the school hours for your questions, disc

ussions, and additional comments for your information. The class will be delivered on

line, where you can participate in the class.  

【事前および事後学習の指示（事前学習 30 時間 事後学習 30 時間）】

Please review the materials that we cover in each class. This will help you understan

d the content of the next class more effectively.

【キーワード】

computation, geometrical structure of sentence, human natural language, natural law

【教員氏名】

軽部 恵子

・研究室：聖アンデレ館10階1022号室

・オフィスアワー：火曜5限

・メールアドレス：

【単位数】

2 単位

【授業形態】

『講義』

【講義・演習概要】

この講義では、大航海時代から国連設立までの歴史を概観します。高校までの世界史と似ている

部分もありますが、国際機構の視点で掘り下げるので、かなり異なる部分もあります。西洋を中

心とした近現代史の基礎知識は、あらゆる科目の理解に必須です。

この講義の第2回から第4回は、国際法Aおよび地域研究ⅠAの一部と似ていますが、ここでは国

際機構論の視点に基づき考察します。

講義冒頭には、国内外のメディアのホームページを用いて、 新の時事問題を国際機構論の視

点から解説します。受講生は、メディアが発するメッセージを批判的に読み解く「メディア・リ

テラシー」を学んでください。

【学習（到達）目標】

①国際社会が成立する歴史的過程（大航海時代から20世紀初めまで）を理解する。

②国連以前の国際機構について、成立の背景と任務・権限を理解する。

③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教に関する基礎知識を獲得

する。

④メディア・リテラシーを身につける。

【講義・演習計画】

第1回：国際機構とは何か

第2回：国際機構の歴史（1）大航海時代、宗教改革、三十年戦争

第3回：国際機構の歴史（2）フランス革命とナポレオン戦争

第4回：国際機構の歴史（3）ハーグ平和会議と赤十字国際委員会

第5回：第一次世界大戦（1）サラエボ事件

第6回：第一次世界大戦（2）近代兵器の登場

第7回：第一次世界大戦（3）パリ講和会議と国際連盟の設立

第8回：国際連盟（1）国際連盟規約

第9回：国際連盟（2）大国の不参加

第10回：国際連盟（3）制裁の欠如

第11回：ファシズムの台頭と第二次世界大戦の勃発

第12回：国連の設立（1）「四つの自由」演説と大西洋憲章

第13回：国連の設立（2）ダンバートン・オークス提案

第14回：国連の設立（3）サンフランシスコ会議と国連憲章の採択

第15回：まとめ

【成績評価の方法】

試験評価：100％ レポート：0％ その他：0％

計3回の試験（M-Port上で実施）で成績評価を行います。追加の試験やレポートはいっさいあり

ません。

試験の形式・各回の配点・実施時期など、詳細は第1回授業資料を読んでください。

【テキスト】

成美堂出版編集部編:『新版一冊でわかるイラストでわかる図解世界史』(成美堂出版)

【参考文献】

植木安弘『国際連合 その役割と機能』日本評論社 2018年

篠原初枝『国際連盟』中央公論新社 2010年

上敏樹『国連とアメリカ』岩波書店 2005年

横田洋三編『新国際人権入門: SDGs時代における展開』法律文化社 2021年

蟹江憲史『SDGs（持続可能な開発目標）』中央公論新社 2020年

国際連合広報局編『国際連合の基礎知識』第42版 関西学院大学総合政策学部 2018年

【事前および事後学習の指示（事前学習 30 時間 事後学習 30 時間）】

毎回の授業で指示される参考文献や参考URLをもとに、事前および事後学習をしてください。

【その他備考（担当教員用）】

教科書は毎回使います。

【キーワード】

国際機構、世界史、国際連盟、国連

科目名 クラス 講義区分 科目名 クラス 講義区分

国際機構論A ＜秋＞

曜時 曜時

日6Japanese Studies－ヒト脳研究としての言語研究[２] ＜秋
＞

科目ナンバリング

LACL3400

科目ナンバリング

POLS2430


