
ヘキサゴン人文社会科学セミナー

グローバル化による文化と社会の変容と、それに伴う人文社会科学の課題の変容

Organizer: The Session of Humanities and Social Sciences of HeKKSaGOn University Consortiu & Graduate School of Letters Osaka University
 （ヘキサゴン大学コンソーシアム人文社会部会、大阪大学文学研究科 )

Contact person:（問い合わせ先）Yukio Irie / irie@let.osaka-u.ac.jp / 06-6850-5092

・The contents of the seminar
We will investigate the following two questions.
(1) What cultural and societal changes can be observed in the course 
of globalization? What concepts and frameworks can be applied to 
analyze these changes? 
(2) How have dynamics of globalization been translated into 
discourses in the humanities and social sciences disciplines? 

Shifting Paradigms?
How the Humanities and Social Sciences Approach Cultural and 
Social Changes in the Age of Globalisation

May 13 ‒ 16 (4 days), 2013
Seminar Room 1, Osaka University Hall ( 大阪大学会館　２階セミナー室１)

Lecturers： Martin Hofmann（Heidelberg Uni）                           Till Knaudt（Heidelberg Uni）

      　            Sebastian Maslow（Heidelberg Uni）

Organizer :  Yukio Irie (Osaka Uni)

対象者 :
ヘキサゴン大学コンソーシアムの日本側３大学、大阪大学、京都大学、東北大学の若手研究者、院生の皆さん。
（大阪大学の院生は、文学研究科の科目として単位を取得することができます。）



ヘキサゴン人文社会科学セミナー

・セミナーの目的
セミナーの目的は、グローバル化という文脈での文化的、社会的、政治的、歴史的諸変化に関する研究について異なるアプロー
チを議論することです。

・セミナーの内容
このセミナーでは、次の二つの問いを探求します。
（１）グローバル化の過程のなかで、どのような文化的社会的変化が観察できるか。
　　どのような概念やフレームワークがこれらの変化の分析に適用出来るか。
（２）グローバル化の運動は、人文学や社会科学という学問の言説の中にどのように翻訳されているのか。
セミナーは、学生と教員による英語での講義と発表という双方向的な仕方で行ないます。

※セミナーは、すべて英語で行なわれます。

＜Schedule＞

May

13 Monday: 1 (10:30-12:00). Introduction (Course work, concepts, schedule) 
 2 (13:00-14:30 & 14:40-16:10). Text work  (1) social sciences and approaches to globalization, 
          (2) global history and the problem the nation state. 
  
14 Tuesday: 1 (10:30-12:00). Martin Hoffmann (Transcultural History) 
 2 (13:00-14:30). Text work
 3 (14:40-16:10). Student presentation
 4 (16:20-17:50). Student discussion

15 Wednesday: 1 (10:30-12:00). Till Knaudt (Global history of ideas)
 2 (13:00-14:30). Text work
 3 (14:40-16:10). Student presentation 
 4 (16:20-17:50). Student discussion

16 Thursday: 1 (10:30-12:00). Sebastian Maslow (The Politics of Regionalism)
 2 (13:00-14:30). Text work
 3 (14:40-16:10). Student presentation
 4 (16:20-17:50). Student discussion

・The aim of the seminar
The aim of the seminar is to discuss different approaches to the study of cultural, societal, 
political and historical changes unfolding in the context of globalization. Lectures and 
discussion throughout the seminar will be conducted in English, allowing participants to 
enhance their academic English language proficiency.

ヘキサゴン大学コンソーシアム（HeKKSaGOn University Consortium）は、ハイデルベルグ大学、京都大学、カールスルーエ工科大学、

東北大学、ゲッチンゲン大学、大阪大学からなる日独６大学ネットワーク（2010発足）であり、研究と教育の連携を進めるためのものです。


