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ＡＫＰ/ＫＣＪＳ/スタンフォード大学科目 

（Spring Semester/Quarter 2023） 

募集要項 

 
A K P 科 目 ： https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/akp.html 

K C J S 科 目 ： https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/kcjs.html 

スタンフォード大学科目： https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/stanford.html 

 

 

 

 

 

本科目の登録者は、AKP科目は「Associated Kyoto Program (以下AKP)」、KCJS科目は「Kyoto Consortium for 

Japanese Studies (以下KCJS)」、スタンフォード大学科目は「スタンフォード日本センター」が本学で実施している、

日本留学プログラムの講義に出席することになります。講義は全て英語で行われ、積極的な参加が求められます。 

また、AKP/KCJS/スタンフォード大学の学生と同様の課題が課せられます。 

 

【出願方法】 説明動画を視聴のうえ、視聴完了報告を済ませ、下記の通り出願書類を期限までに提出すること。 

      ※動画の視聴完了報告が済んでいない場合、出願できません。 

出願書類 ： ① 願書（上記URLからダウンロードのうえ、必要事項を記入）(Ａ４片面印刷） 

② 下記登録資格を満たしている有効期限内のTOEFL（iBT/ITP）または IELTSスコア（Ａ４コピー） 

（上記以外のスコアは受付不可） 

出願期間 ： （ A K P / K C J S 科 目 ）2022年11月14日（月）～21日（月） 

（スタンフォード大学科目）2023年 1月16日（月）～20日（金） 

出願場所 ： 国際課窓口（今出川：扶桑館1階・京田辺：嗣業館1階） 

受付時間 ： 9:00～11:30、12:30～17:00 / 平日のみ開室 

＜ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学科目＞ 

 

 

＜AKP科目＞ ＜KCJS科目＞ 
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【登録資格】 以下の条件を全て満たすこと。 

1. 2023年度春学期に同志社大学に在籍している学部生 

（ただし、所属研究科に確認し、登録が認められる場合は院生も登録が可能） 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本での滞在期間が6年以上の者 

3. TOEFL iBT 79点（ITP 550点）または IELTS 5.5以上の英語能力を有する者 

4. A K P 科 目：全授業の8割以上に出席できる者 

K C J S 科 目：1回目の授業に必ず参加し、全授業の8割以上に出席できる者 

登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者 

ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学科目：オリエンテーションと1回目の授業に必ず参加し、全授業の8割以上に出席できる 

登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者 

【登録上の注意】 

1. AKP/KCJS/ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学の学生と同様の課題が課せられ、講義への積極的な参加が求められる。 

2. 登録者は同志社大学の代表としてAKP/KCJSの講義に参加することになる為、無責任な講義欠席は認められな

い。熟考の上、出願すること。 

3. 本科目は、AKP/KCJS/ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学の日本オフィスの面接等による選考を経て許可を得た学生のみ登録可能。 

4. 科目登録方法の詳細、単位の取扱い、履修可能な年度生であるか、などの情報は、所属学部の履修要項・登録要

領および全学共通教養教育科目の履修要項を確認すること。 

5. 本科目は、【2023春学期】の先行登録科目となる。 

① 面接後、登録が許可された場合は、大学が一括して科目登録を行う為、自身での登録手続は不要。 

6. 他の登録科目と時間割が重複している場合は本科目に出願できない。 

7. 本科目を履修中止する場合は、国際課が指定する履修中止申請期間中に、国際課にて履修中止の申請手続きを

行うこと。本科目の履修中止後に科目登録変更はできない。 

8. 募集対象科目クラスは後述のとおり。募集対象クラスより登録希望クラスを選択の上、出願すること。 

① 登録は各科目1人1クラスのみ可能。 

9. 本科目で過去に単位を修得したクラスの登録（受講）はできない。 

10. 各講師の都合により、クラス時間の変更等が生じる場合がある。また、授業以外に、フィールドトリップが実施

される場合がある。詳細は講義開始後にクラス担当者に直接確認すること。 

11. 「Fall Semester/ Quarter 2023」は2023年6月頃に募集予定。 
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【科目概要】 

 AKP 科目 ＫＣＪＳ科目 スタンフォード大学科目 

単位数 ２単位 

募集人数 各クラス２名まで 

出願期間 11月14日（月）～11月21日（月） 
2023年 

1月16日（月）～1月20日（金） 

面接 
11月下旬～12月上旬に実施する 

（出願時に窓口にて予定を確認する／面接詳細は願書記載のアドレス宛にe-mailで案内する） 
2023年1月下旬 

授業期間 
2023年 

1月16日（月）～4月18日（火） 

2023年 

1月16日（月）～4月14日（金） 

2023年 

4月6日（木）～6月14日（水） 

オリエンテーション ― 
― 

【任意参加】2023年1月11日～1月13日 

2023年4月（予定） 

※オリエンテーション時に証明写真1枚持参のこと 

費用 
不要 

※クラスによってはフィールドトリップの交通費や入場料、教材費等は自己負担 

休講期間 
2023年2月3日（金）、2月13日（月）、 

3月13日（月）、および国民の祝日 

2023年3月20日、 

および国民の祝日 

2023年 

5月3日（水）〜5日（金） 

履修中止期間 
2023年1月30日（月）、31日（火） 

上記期間に国際課窓口にて申請 

2023年4月27日（木）、28日（金） 

上記期間に国際課窓口にて申請 

試験実施日 本科目登録後、講義にて直接科目担当者へ確認すること。 
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ＡＫＰ科目 

Associated Kyoto Program (AKP) はアメリカを代表する13の名門リベラルアーツ・カレッジが日本語や日本文化等

の日本学教育を目的とし、同志社大学に設置した機関です。これらのリベラルアーツ・カレッジは、大学院に多くの卒業

生を進学させ、様々な分野で活躍する多くの優秀な人材を輩出してきました。1972年に開設されたAKPの歴史は長く、

その間約1,700名の留学生が同志社大学を拠点として日本文化を体験し、日本に関する見識を深めてアメリカにおける日

本理解に大きな貢献を果たしています。 

 

【募集対象クラス：今出川校地で全て実施。詳細は登録者へ別途連絡します。】 

【１】 クラス名：Lens on Postwar Japan: Culture and Community 

  担当者：Professor James Orr 

  曜日講時：月4・水3 

This history of post-WWII Japan is a holistic examination of the interplay of politics and culture, focusing on 

the dynamics of war recollection and the anti-nuclear peace movement, evolving ethnic and national identities 

in a post-imperial era, changing social norms during and after the high-growth years, and, toward the end of 

the century, the emergence of environmental awareness and global citizenship. Contemporary feature films will 

serve as windows to their times, along with pop music, architecture and urban space, art, manga, political 

cartoons, and anime. 

 

【２】 クラス名：The Japanese Language: Its Past, Present and Future 

  担当者：Professor Naoko Nemoto 

  曜日講時：月3・水4 

This course aims to explore the history of the Japanese language in order to promote deeper understanding 

how the language has been used and where it will go from now. The course is designed for learners of Japanese 

who already know basic vocabulary, simple sentence structures and the modern writing system of Japanese 

with Hiragana, Katakana and Kanji. Students are encouraged to contribute the relevant data from their lives in 

Kyoto and their thoughts from their experience as learners of Japanese as a foreign language. 

 

【３】 クラス名：Living with the Bomb: A Comparative Study of Gender, Race and Nationalism in Japan and 

the United States, 1945-Present 

  担当者：Professor Ann Sherif 

  曜日講時：火３・木３ 

This course will focus on the moral, ideological and historical complexity of the explosion of the atomic bomb 

during World War II, and subsequent cultural responses in both the Japan and United States as people learned 

to live with the bomb. Throughout the course we will foreground questions of race and gender, especially as 

they are embedded in concepts of nation, in order to explore the ideological struggles to justify and live with 

the bomb. Most discussions of the bomb focus on military and political issues. This course instead will use 

feminist theories, studies of nationalism, and critical race theory in order to foreground comparative analyses 

of the significance of gender and race in both wartime and postwar political and social experiences, as well as 

cultural responses in Japan and the United States. The class will also explore nuclear culture, public history, 

and activism in Kyoto and other places in Japan through visits to museums, war sites, and guest presentations. 
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【４】 クラス名：Religion, Tradition and Temple-Tourism in Kyoto 

  担当者：Professor Catherine Ludvik, Kyoto Sangyo University 

  曜日講時：火4・木4 

Filled with over two thousand temples and shrines, the ancient capital of Kyoto provides the ideal setting for 

the study of Japanese religions. Temples and shrines, however, are not only sites of faith, but locales where 

religion, tradition, culture and tourism intersect. Against this vibrant and complex background accommodating 

diverse modes of religious practice and sightseeing, this course explores selected aspects of Shinto, Buddhism 

and the New Religions of Japan in historical as well as contemporary context. We will examine present-day 

attitudes to religion, lived by many as inherited tradition, in conjunction with the enormous popularity of the 

city’s temples and shrines that function as promoters of cultural identity and World Heritage tourism. 

 

※シラバスは、AKP 科目： https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/akp.html でご確認くださ

い。 
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KCJS科目 

KCJS（Kyoto Consortium for Japanese Studies）は、1989年に京都市内に設立され、一年間の海外留学生プログラ

ムでは、京都の歴史的・文化的な資産を生かして、高度な教育環境を提供し、日本研究を志す米国の大学生と、知的で文

化的な交流を広くすすめています。このプログラムには、アメリカの 13 の一流大学：ボストン大学、ブラウン大学、シ

カゴ大学、コロンビア大学（バーナードカレッジを含む）、コーネル大学、エモリー大学、ハーバード大学、ペンシルヴァ

ニア大学、プリンストン大学、スタンフォード大学、ワシントン大学（セントルイス校）、イエール大学、ヴァージニア大

学が参加しています。 

 

【募集対象クラス：講義教室は、全て今出川校地にて実施。詳細は登録者へ別途連絡します。】 

【１】 クラス名：Religious Visual Culture of Japan 

  担当者：Hillary Pedersen 

  曜日講時： 月３・木３ 

Visual culture is best understood as a way of studying societies and cultures through images, rather than words. 

We will explore how religious paintings, sculpture, architecture, internet-based media, film and television 

contribute to different perceptions of religious practice in Japan. 

We will study the formal characteristics and functions of Japanese sculpture, painting, architecture and other 

visual media. While the visual culture of major Japanese religious traditions such as Buddhism and Shinto will 

be a large part of our study, we will also cover that of other religions in Japan, such as Christianity. The theme 

of cross-cultural exchange will be ever-present in lectures, as well as in the writing assignments and 

discussions that reinforce course content. The course will incorporate visits to significant religious sites in 

Kyoto, as well as the viewing of rituals when possible. 

 

【２】 クラス名：Japanese Performing Arts 

  担当者：Diego Pellecchia and Galia Todorova Petkova 

  曜日講時： 金３・４ 

This class introduces different forms of Japanese performing arts. 

Part I 

The first part will focus on nō, Japan’s performing art combining dance, music, drama, poetry, masks, and 

costumes. Students will learn about the history and aesthetic conventions of nō, presented as a living tradition. 

In our classroom meetings we will read plays and analyze their historical and literary background. Outings will 

be dedicated to performance observation as well as to visiting the laboratories of the artisans who create 

masks and costumes. 

Part II 

The second part focuses on kabuki but it also aims to provide the students with a more extensive knowledge of 

Japanese traditional performance culture and deepen their understanding of both the historical and social 

factors that formed the various performing art forms and the intricate workings of power, identity, cultural 

representation, and gender. We examine the following stage arts not only as forms of entertainment but also in 

their historical, social and cultural contexts: the early forms kagura and bugaku, the actor’s theatre kabuki, the 

puppet theatre bunraku, the all-female Takarazuka Revue, and various folk genres. 
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Expected outcomes 

Students are expected to acquire a general knowledge of Japanese performing arts, their historical 

development, and their role in contemporary society. In addition to what is researched and discussed in the 

classroom, artisan and performance observation will provide practical knowledge of tangible and intangible 

cultural forms introduced in the course. 

 

【３】 クラス名：Kyoto: A Cultural History 

  担当者：Cody Poulton 

  曜日講時： 月５・木５ 

This course will provide an introduction to over a millennium of Kyoto’s rich cultural history, from the city’s 

foundation in 794 as Heian-kyō, the capital of Japan, to present times. Kyoto was the capital longer than any 

other place in Japan and, even during Tokugawa times, when the centre of Japan’s administration shifted east, 

to present-day Tokyo, it remained a major hub for Japanese culture. In addition to weekly class readings, field 

trips to important historical sites associated with our readings will be conducted on most Thursdays, making for 

an extended class, from 2:55 to approximately 6 pm. 

 

※シラバスは、KCJS 科目： https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/kcjs.html でご確認くだ

さい。 
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スタンフォード大学科目 

スタンフォード日本センターは、スタンフォード大学(アメリカ)の日本留学プログラムを運営するために、1990 年に設

立されました。日米間の相互理解を一層深める上で必要となる知識・資質を身につけたアメリカの若い世代の育成を目的

としています。同センターのプログラムには、毎年約 50 名のスタンフォード大学学部生が参加し、授業は工学・科学系

科目から日本の政治経済、宗教、文化関連の科目まで幅広く網羅しており、その指導はスタンフォード大学本校から赴任

した教授や、関西の諸大学の教授が担当しています。 

 

【募集対象クラス：講義教室は、全て今出川校地にて実施。詳細は登録者へ別途連絡します。】 

【１】 クラス名：Ecology of Japanese Satoyama 

  担当者：Tadashi Fukami 

  曜日講時： 月３・４ 

Satoyama refers to the traditional rural landscapes of Japan, and it is a term that has become widely known 

internationally in the ecological sustainability literature, highlighting the value of traditional land use for the 

sustainable management of natural resources. This course would introduce to the students, and have them 

discuss, the scientific basis of biodiversity and ecosystem services, the cultural influence on agricultural and 

use, and how the scientific and cultural factors interact to affect the way natural resources are managed. The 

course would emphasize student-led discussion based on reading of primary and popular literature on the 

history, current status, societal perception of the value of satoyama for biodiversity and human well-being in 

Japan. Student discussion will also compare the satoyama concept to similar ones developed in other countries 

in Asia, Europe, and North America. 

 

【２】 クラス名：Contemporary Religion in Japan’s Ancient Capital: Sustaining and Recasting Tradition 

  担当者：Catherine Ludvik 

  曜日講時： 水３・４ 

This course explores contemporary Japanese attitudes to religion and popular forms of religiosity. The 

syncretic nature people’s beliefs and practices, often described as a combination of Shinto and Buddhism, 

draws on a vast variety of interwoven concepts, beliefs, customs, and religious activities of native Japanese, 

Korean, Chinese, and Indian origins. Against this complex historical background, we will examine various 

aspects and expressions of contemporary Japanese religion, including the pursuit of worldly benefits, religion 

and healing, fortune-telling, the popularity of ascetic practices and practitioners, pilgrimage, the enormous 

appeal of festivals (matsuri), new religions and their image, the impact of the internet on religion, and the 

response of religion in times of crisis, such as natural disasters. Drawing on Kyoto’s rich religious landscape of 

temples and shrines as well as its busy calendar of vibrant ceremonies and festivals, classes will be 

supplemented with organized field trips, and student assignments will be based both on readings as well as site 

visits. As part of the course, students will have the opportunity to take part in several exciting field trips to 

various temples/sites in and around Kyoto both during the regular class hours as well as outside.  

 

※シラバスは、スタンフォード大学科目： 

https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/stanford.html でご確認ください。 

 


