
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

1330 003 国語学国文学 特殊講義 2 4 通年 金1 金光　桂子 文献文化学１

1330 004 国語学国文学 特殊講義 2 4 通年 火3 河村　瑛子 文献文化学２

1331 005 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 水5 須田　千里 二十世紀学023
◎人間環境学研究科
総合人間学部

文献文化学３

1331 006 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 水5 須田　千里 二十世紀学024
◎人間環境学研究科
総合人間学部

文献文化学４

1331 007 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 木2 佐野　宏 ◎人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学５

1331 008 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 木2 佐野　宏 ◎人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学６

1331 009 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 火3 長谷川　千尋 ◎人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学７

1331 010 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 火3 長谷川　千尋 ◎人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学８

1331 011 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 月3 永渕　朋枝 二十世紀学025 文献文化学９

1331 012 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 月3 永渕　朋枝 二十世紀学026 文献文化学１０

1331 013 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 金2 乾　善彦 人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学１１

1331 014 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 金2 乾　善彦 ◎人間･環境学研究科 総合人間学部 文献文化学１２

1331 015 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 金3 山東　功 文献文化学１３

1331 016 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 金3 山東　功 文献文化学１４

1331 017 国語学国文学 特殊講義 30 2 前期 集中 小林　健二 文献文化学１５

1340 019 国語学国文学 演習 2 4 通年 金5 大槻　信 文献文化学１６

1340 020 国語学国文学 演習 2 4 通年 火4 金光　桂子 文献文化学１７

1341 021 国語学国文学 演習 2 2 前期 木3 寺島　修一 文献文化学１８

1341 022 国語学国文学 演習 2 2 後期 木3 寺島　修一 文献文化学１９

M112 001 国語学国文学 演習 2 4 通年 水4 大谷　雅夫 文献文化学２０

M112 002 国語学国文学 演習 2 4 通年 月5 大槻　信 文献文化学２１

M112 003 国語学国文学 演習 2 4 通年 水1 大谷・大槻・金光・河村 文献文化学２２

1431 005 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一 中国哲学史005 文献文化学２３

1431 006 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一 中国哲学史006 文献文化学２４

1431 007 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火2 道坂　昭廣 文献文化学２５

1431 008 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火2 道坂　昭廣 文献文化学２６

1431 009 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火3 浅原　達郎 ◎東洋史学010 文献文化学２７

1431 010 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火3 浅原　達郎 ◎東洋史学011 文献文化学２８

1431 011 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 木1 池田　巧 文献文化学２９

1431 012 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 木1 池田　巧 文献文化学３０

1431 013 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 水1 赤松　紀彦 ◎人間・環境学研究科 文献文化学３１

1431 014 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 水1 赤松　紀彦 文献文化学３２

1431 015 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 水3 木津　祐子 文献文化学３３

1431 016 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 水3 小松　謙 文献文化学３４

1431 017 中国語学中国文学 特殊講義 4 2 前期 不定 Mitsuyo Wada-Marciano 大学院共通科目 二十世紀学027
アジア研究（現代アジ
アメディア学）043

文献文化学３５

1463 026 中国語学中国文学 外国人実習 2 1 前期 木4 王　ぎえん 文献文化学３６

1463 027 中国語学中国文学 外国人実習 2 1 後期 木4 王　ぎえん 文献文化学３７

M123 001 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 金3 平田　昌司 文献文化学３８

M123 002 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 金3 平田　昌司 文献文化学３９

M123 003 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 月4 木津　祐子 文献文化学４０

M123 004 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 月4 木津　祐子 文献文化学４１

M123 005 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 水4 緑川　英樹 文献文化学４２

M123 006 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 水4 緑川　英樹 文献文化学４３

M123 007 中国語学中国文学 演習 隔週2 2 通年 水2 木津・平田・緑川 文献文化学４４

1530 003 中国哲学史 特殊講義 2 4 通年 金3 宇佐美　文理 美学美術史学015 文献文化学４５

1531 004 中国哲学史 特殊講義 30 2 前期 集中 市來　津由彦 文献文化学４６

1531 005 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一
◎中国語学中国文学
005

文献文化学４７

1531 006 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一
◎中国語学中国文学
006

文献文化学４８

1531 007 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 木2 武田　時昌 文献文化学４９

1531 008 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 木2 武田　時昌 文献文化学５０

1531 009 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 ◎仏教学005 文献文化学５１

1531 010 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 ◎仏教学006 文献文化学５２

1540 011 中国哲学史 演習 2 4 通年 水5 宇佐美　文理 文献文化学５３

【文献文化学】
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1541 012 中国哲学史 演習 2 2 前期 火2 吉本　道雅 ◎東洋史学031 文献文化学５４

1541 013 中国哲学史 演習 2 2 後期 火2 吉本　道雅 ◎東洋史学032 文献文化学５５

1541 014 中国哲学史 演習 2 2 前期 月3 古勝　隆一 文献文化学５６

1541 015 中国哲学史 演習 2 2 後期 月3 古勝　隆一 文献文化学５７

1541 016 中国哲学史 演習 2 2 前期 金2 中　純夫 文献文化学５８

1541 017 中国哲学史 演習 2 2 後期 金2 中　純夫 文献文化学５９

1633 005 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 火2 赤松　明彦 文献文化学６０

1633 006 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 水2 横地　優子 文献文化学６１

1633 007 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 月2 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 文献文化学６２

1633 008 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 水5 藤井　正人 文献文化学６３

1633 009 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 水5 藤井　正人 文献文化学６４

1633 011 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 木2 置田　清和 文献文化学６５

1633 012 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 金2 堂山　英次郎 文献文化学６６

1633 013 インド古典学 特殊講義 30 2 前期 集中 高橋　孝信 文献文化学６７

1644 015 インド古典学 演習 2 2 後期 水2 横地　優子 文献文化学６８

1644 016 インド古典学 演習 2 2 後期 火2 赤松　明彦 文献文化学６９

1644 017 インド古典学 演習 2 2 前期 木2 置田　清和 文献文化学７０

1644 018 インド古典学 演習 2 2 後期 月2 未定 文献文化学７１

1644 019 インド古典学 演習 2 2 前期 月5 河崎　豊 文献文化学７２

1643 020 インド古典学 演習 2 4 通年 火5 河村　悠人 文献文化学７３

1644 021 インド古典学 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 仏教学017 文献文化学７４

1644 022 インド古典学 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 仏教学018 文献文化学７５

1644 023 インド古典学 演習 2 2 前期 金4 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 文献文化学７６

1644 024 インド古典学 演習 2 2 後期 金4 未定 文献文化学７７

1644 025 インド古典学 演習 2 2 前期 火1 横地・赤松・藤井・VASUDEVA 文献文化学７８

1644 026 インド古典学 演習 2 2 後期 火1 横地・赤松・藤井・未定 文献文化学７９

1653 027 インド古典学 講読 2 2 前期 月4 横地　優子 文献文化学８０

1653 028 インド古典学 講読 2 2 後期 月4 藤井　正人 文献文化学８１

1653 029 インド古典学 講読 2 2 前期 木3 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 仏教学019 文献文化学８２

1653 030 インド古典学 講読 2 2 後期 木3 未定 仏教学020 文献文化学８３

1653 031 インド古典学 講読 2 2 前期 金3 デロシュ　マルク　ヘンリ ◎仏教学021 文献文化学８４

1653 032 インド古典学 講読 2 2 後期 金3 赤松　明彦 仏教学022 文献文化学８５

9616 123 インド古典学 語学 2 4 通年 水3 置田　清和 大学院共通科目
仏教学123
西南アジア史学123

ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コー
ス）123

文献文化学８６

9617 124 インド古典学 語学 4 8 通年 月5木5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 大学院共通科目 仏教学124
ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コー
ス）124

文献文化学８７

9633 140 インド古典学 語学 2 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目
西南アジア史学140
ヒンディー語（初級）140

アジア・アフリカ地域
研究研究科

文献文化学８８

9634 141 インド古典学 語学 2 4 通年 火3 西岡　美樹 大学院共通科目
ヒンディー語（中級）
141

◎アジア・アフリカ地
域研究研究科

文献文化学８９

1831 003 仏教学 特殊講義 2 2 前期 水3 宮崎　泉 文献文化学９０

1831 004 仏教学 特殊講義 2 2 後期 水3 宮崎　泉 文献文化学９１

1831 005 仏教学 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 中国哲学史009 文献文化学９２

1831 006 仏教学 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 中国哲学史010 文献文化学９３

1831 007 仏教学 特殊講義 2 2 前期 木5 室寺　義仁 文献文化学９４

1831 008 仏教学 特殊講義 2 2 後期 木5 室寺　義仁 文献文化学９５

1831 009 仏教学 特殊講義 2 2 後期 月5 デロシュ　マルク　ヘンリ 文献文化学９６

1841 010 仏教学 演習 2 2 前期 火3 宮崎　泉 文献文化学９７

1841 011 仏教学 演習 2 2 後期 火3 宮崎　泉 文献文化学９８

1841 012 仏教学 演習 2 2 後期 月3 加納　和雄 文献文化学９９

1841 013 仏教学 演習 2 2 前期 水5 熊谷　誠慈 文献文化学１００

1841 014 仏教学 演習 2 2 後期 水5 熊谷　誠慈 文献文化学１０１

1841 015 仏教学 演習 2 2 前期 金2 佐藤　直実 文献文化学１０２

1841 016 仏教学 演習 2 2 後期 月4 志賀　浄邦 文献文化学１０３

1841 017 仏教学 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 ◎インド古典学021 文献文化学１０４

1841 018 仏教学 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 ◎インド古典学022 文献文化学１０５

1851 019 仏教学 講読Ｉ 2 2 前期 木3 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 ◎インド古典学029 文献文化学１０６

1851 020 仏教学 講読Ｉ 2 2 後期 木3 未定 ◎インド古典学030 文献文化学１０７
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1853 021 仏教学 講読II 2 2 前期 金3 デロシュ　マルク　ヘンリ インド古典学031 文献文化学１０８

1853 022 仏教学 講読II 2 2 後期 金3 赤松　明彦 ◎インド古典学032 文献文化学１０９

9628 128 仏教学 語学 2 2 前期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 チベット語（初級)128 文献文化学１１０

9629 129 仏教学 語学 2 2 後期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 チベット語（初級)129 文献文化学１１１

9630 130 仏教学 語学 2 2 前期 月1 宮崎　泉 大学院共通科目 チベット語（中級）130 文献文化学１１２

9630 131 仏教学 語学 2 2 後期 月1 宮崎　泉 大学院共通科目 チベット語（中級）131 文献文化学１１３

9616 123 仏教学 語学 2 4 通年 水3 置田　清和 大学院共通科目
インド古典学123
仏教学123

ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コー
ス）123

文献文化学８６

9617 124 仏教学 語学 4 8 通年 月5木5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 大学院共通科目 インド古典学124
ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コー
ス）124

文献文化学８７

3130 003 西洋古典学 特殊講義 2 4 通年 水3 チエシュコ　マルティン 文献文化学１１４

3130 004 西洋古典学 特殊講義 2 4 通年 月5 髙橋　宏幸 文献文化学１１５

3140 005 西洋古典学 演習 2 4 通年 金4 髙橋　宏幸 文献文化学１１６

3140 006 西洋古典学 演習 2 4 通年 金3 チエシュコ　マルティン 文献文化学１１７

3140 007 西洋古典学 演習 2 4 通年 水5 チエシュコ　マルティン 文献文化学１１８

3141 008 西洋古典学 演習 2 2 前期 月4 平山　晃司 文献文化学１１９

3151 009 西洋古典学 講読 2 2 前期 水4 髙橋　宏幸 西洋史学006 文献文化学１２０

3151 010 西洋古典学 講読 2 2 後期 水4 髙橋　宏幸 西洋史学007 文献文化学１２１

3151 011 西洋古典学 講読 2 2 前期 木4 勝又　泰洋 文献文化学１２２

3151 012 西洋古典学 講読 2 2 後期 木4 勝又　泰洋 文献文化学１２３

3231 003 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 前期 月3 服部　文昭 ◎総合人間学部 文献文化学１２４

3231 004 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 後期 月3 服部　文昭 ◎総合人間学部 文献文化学１２５

3231 005 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 前期 金2 中村　唯史 文献文化学１２６

3231 006 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 後期 金2 中村　唯史 文献文化学１２７

3231 007 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 後期 月4 大平　陽一 文献文化学１２８

3241 008 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 月5 Ｖａｌｅｒｉｊ Ｇｒｅｃｋｏ 文献文化学１２９

3241 009 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 火2 中村　唯史 文献文化学１３０

3241 010 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 火2 中村　唯史 文献文化学１３１

3241 011 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 金3 服部　文昭 古代教会スラブ語 言語028 文献文化学１３２

3241 012 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 金3 服部　文昭 古代教会スラブ語 言語学029 文献文化学１３３

3241 013 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 金4 中村　唯史 文献文化学１３４

3241 014 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 金4 中村　唯史 文献文化学１３５

3251 017 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 前期 水3 中村　唯史 文献文化学１３６

3251 018 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 後期 水3 中村　唯史 文献文化学１３７

3251 021 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 後期 火5 小山　哲 ポーランド語講読 ◎西洋史学033 文献文化学１３８

9641 133 スラブ語学スラブ文学 語学 2 4 通年 木4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 大学院共通科目
ポーランド語（初級I）
133

文献文化学１３９

9642 134 スラブ語学スラブ文学 語学 2 2 前期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 大学院共通科目
ポーランド語（中級II）
134

文献文化学１４０

9642 135 スラブ語学スラブ文学 語学 2 2 後期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 大学院共通科目
ポーランド語（中級II）
135

文献文化学１４１

3331 003 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 金3 川島　隆 文献文化学１４２

3331 004 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 金3 松村　朋彦 文献文化学１４３

3331 005 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 月4 奥田　敏広 ◎人間・環境学研究科 文献文化学１４４

3331 006 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 月4 奥田　敏広 ◎人間・環境学研究科 文献文化学１４５

3331 007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 金4 河﨑　靖 ◎総合人間学部 全学共通科目 文献文化学１４６

3331 008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 木3 Ｄ．トラウデン 文献文化学１４７

3331 009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 木3 Ｄ．トラウデン 文献文化学１４８

3331 010 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 火3 岡田　暁生 美学美術史学018 文献文化学１４９

3331 011 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 火3 岡田　暁生 美学美術史学011 文献文化学１５０

3331 012 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 木5 青木　三陽 文献文化学１５１

3345 017 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 2 前期 金5 松村　朋彦・川島　隆 文献文化学１５２

3345 018 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 2 後期 金5 松村　朋彦・川島　隆 文献文化学１５３

M183 001 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 前期 火2 松村　朋彦 文献文化学１５４

M183 002 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 後期 火2 松村　朋彦 文献文化学１５５

M183 003 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 前期 水3 川島　隆 文献文化学１５６

M183 004 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 後期 水3 川島　隆 文献文化学１５７

M191 001 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水1 廣田　篤彦 文献文化学１５８

M191 002 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 水3 佐々木　徹 文献文化学１５９
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M191 003 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 金4 水野　尚之
◎人間・環境学研究科
総合人間学部

文献文化学１６０

M191 004 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 金4 水野　尚之 ◎総合人間学部 文献文化学１６１

M191 005 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水4 谷口　一美 言語学 ◎人間・環境学研究科 文献文化学１６２

M191 006 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 水4 谷口　一美 言語学018 ◎人間・環境学研究科 文献文化学１６３

M191 007 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 木5 西村　秀夫 文献文化学１６４

M191 008 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 木5 西村　秀夫 文献文化学１６５

M191 009 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水2 服部　典之 文献文化学１６６

M191 010 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水5 里内　克巳 文献文化学１６７

M191 011 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 木2 藤井　光 文献文化学１６８

M191 012 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 月2 出口　菜摘 文献文化学１６９

M191 013 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 文献文化学１７０

M191 014 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 文献文化学１７１

M191 015 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 文献文化学１７２

M191 016 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 文献文化学１７３

M191 017 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 月5 ＬＡＭＢＥＲＴ，　Ｒａｐｈａｅｌ 文献文化学１７４

M194 018 英語学英米文学 特殊講義 15 1 前期 集中 家入　葉子 文献文化学１７５

M194 019 英語学英米文学 特殊講義 15 1 前期 集中 Johan van der Auwera 大学院共通科目
アジア研究（多言語
主義）044

文献文化学１７６

M191 020 英語学英米文学 特殊講義 30 2 前期 集中 柴田　元幸 文献文化学１７７

M193 021 英語学英米文学 演習 2 2 前期 金2 佐々木　徹 文献文化学１７８

M193 022 英語学英米文学 演習 2 2 後期 金2 佐々木　徹 文献文化学１７９

M193 023 英語学英米文学 演習 2 2 前期 水5 家入　葉子 文献文化学１８０

M193 024 英語学英米文学 演習 2 2 後期 水5 家入　葉子 文献文化学１８１

M193 025 英語学英米文学 演習 2 2 前期 金1 廣田　篤彦 文献文化学１８２

M193 026 英語学英米文学 演習 2 2 後期 金1 廣田　篤彦 文献文化学１８３

M193 027 英語学英米文学 演習 2 2 前期 火5 森　慎一郎 文献文化学１８４

M193 028 英語学英米文学 演習 2 2 後期 火5 森　慎一郎 文献文化学１８５

3630 005 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 4 通年 水4 田口　紀子 文献文化学１８６

3630 006 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 4 通年 月4 増田　眞 文献文化学１８７

3631 008 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木2 永盛　克也 文献文化学１８８

3631 009 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木2 永盛　克也 文献文化学１８９

3631 010 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木3 PERRIER, Guillaume 文献文化学１９０

3631 011 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木3 PERRIER, Guillaume 文献文化学１９１

3631 012 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 水5 大浦　康介 文献文化学１９２

3631 013 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 水5 大浦　康介 文献文化学１９３

3631 014 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 金2 王寺　賢太 西洋史学010 文献文化学１９４

3631 015 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 金2 王寺　賢太 西洋史学011 文献文化学１９５

3631 016 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 水3 稲垣　直樹 総合人間学部 文献文化学１９６

3631 017 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 月3 塩塚　秀一郎 人間・環境学研究科 文献文化学１９７

3631 018 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 月3 塩塚　秀一郎 人間・環境学研究科 文献文化学１９８

3631 019 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木5 村上　祐二 文献文化学１９９

3631 020 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木5 村上　祐二 文献文化学２００

3631 021 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 月2 小栗栖　等 文献文化学２０１

3631 022 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 月2 小栗栖　等 文献文化学２０２

M202 001 フランス語学フランス文学 演習 2 4 通年 火4 増田・田口・永盛 文献文化学２０３

M203 002 フランス語学フランス文学 演習 2 2 前期 火3 PERRIER, Guillaume 文献文化学２０４

M203 003 フランス語学フランス文学 演習 2 2 後期 火3 PERRIER, Guillaume 文献文化学２０５

M203 004 フランス語学フランス文学 演習 2 2 前期 木4 PERRIER, Guillaume 文献文化学２０６

M203 005 フランス語学フランス文学 演習 2 2 後期 木5 PERRIER, Guillaume 文献文化学２０７

3730 002 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 火2 天野　惠 文献文化学２０８

3730 003 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水2 村瀬　有司 文献文化学２０９

3730 004 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水3 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学２１０

3730 005 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水5 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学２１１

3731 006 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 2 後期 月2 内田　健一 文献文化学２１２

3740 007 イタリア語学イタリア文学 演習 隔週4 4 通年 木1木2 天野・村瀬・LIMONGELLI 文献文化学２１３
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3740 008 イタリア語学イタリア文学 演習 2 4 通年 火4 天野　惠 文献文化学２１４

3740 009 イタリア語学イタリア文学 演習 2 4 通年 金3 村瀬　有司 文献文化学２１５

3760 013 イタリア語学イタリア文学 外国人実習 2 2 通年 火3 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学２１６



文献文化学１

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  物語における模倣と創造

 [授業の概要・目的]
平安時代から室町時代の物語において頻用される話型や類型的な人物像を取り上げ、それぞれの作
品が先行作品を模倣する一方でいかに独自の世界を創造しているかを考察する。

 [到達目標]
ある文学作品の個性を他作品との比較によって明らかにし、時代や成立環境をも視野に入れながら、
その本質を見極める能力を養う。

 [授業計画と内容]
以下の項目について、それぞれ二～三回ずつ講ずる。ただし順序は前後する場合がある。 

0.導入 
1.天女の物語 
1-1.平安前期物語の「天女」－『竹取物語』『うつほ物語』 
1-2.『源氏物語』と『竹取物語』 
1-3.平安後期物語における「天」－『狭衣物語』『夜の寝覚』 
1-4.異国の后－『浜松中納言物語』『松浦宮物語』 
1-5.男装の姫君－『とりかへばや』『有明の別』 
1-6.女帝の可能性－歴史物語 
1-7.『我身にたどる姫君』の女帝 
1-8.室町物語における「天」 
2.不義の子の物語 
2-1.『源氏物語』冷泉帝から室町物語『雨やどり』まで 
2-2.『源氏物語』薫から『我身にたどる姫君』まで

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末のレポートによる。レポートは到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 河村　瑛子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古俳諧研究

 [授業の概要・目的]
過去の文献に記されたことがらを正確に理解するためには、言葉の精密な意味合いと、その背後に
ある世界観を把握することが肝要である。そして、近世前期に花開いた古俳諧は、文学史上初めて、
豊富な俗語の資料を残してくれた。本講義では、古俳諧が齎した史上最大の連想語辞書『俳諧類船
集』の読解を通して、古人の精神世界に分け入りたい。
本書に記された連想語群は、日本人の伝統的な共通認識を反映しており、しかも、和漢雅俗にわた
る浩瀚な内容を含んでいる。たとえば「語る」の項目を見ると、その連想語として、浄瑠璃、平家、
みどり子、謡、梓神子、盗人、遊女などが挙げられている。これを眺めるだけで、「語る」と「話
す」とがどう違うのかといった言葉の原義から、物語や歴史叙述の根源的な問題にまで想像が膨ら
んでくるだろう。授業では、『類船集』の連想語のネットワークを分析する方法とその意義につい
て実践的に学ぶ。また、本書の背景にある付合文芸について、その研究上の問題点をも吟味する。
本講義で扱う内容は、俳文学研究・近世文学研究のみならず、様々な角度からの取り組みが可能で
ある。受講者が各々の専門的研究へとつながる知見や視座を獲得する場となることを期待する。

 [到達目標]
古文献を実証的に理解するための、調査・考証の方法を習得する。くずし字読解能力を身につけ、
多様な書物の性質を理解することを通して、古文献を取り扱うための基礎力を獲得する。古俳諧お
よび『俳諧類船集』の文学史的・文化史的意義について理解する。

 [授業計画と内容]
第１回　授業の進め方、『俳諧類船集』の概要

第２回～第１４回　『俳諧類船集』精読
『類船集』の幾つかの項目を取り上げ、実際に注釈的考察を行いながら、研究の方法と問題点につ
いて解説し、その成果を文学作品の解釈に還元する手法について講義する。その中で、特に下記の
内容について、それぞれ１～２回を充てて検討する。なお、授業内容と順序は、授業の進行度や受
講者の理解の状況に応じて変更することがある。
  ・古俳諧の概要と資料的特性
  ・『類船集』と連句注釈
  ・付合文芸史
  ・古俳諧の研究史と課題
  ・『類船集』の編者
  ・編纂方法と典拠
  ・基本語の分析
  ・類義語の分析
  ・俗語の分析
  ・文章部分の諸問題
  ・図像資料との関わり
  ・隣接諸学との関わり

第１５回　前期の総括、発表の順番決めと発表手順の説明

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

第１６回～第３０回　受講者による発表
・受講者１～２名で１項目を担当し、担当箇所の本文翻刻と注釈を行う。具体的には、見出し語と
連想語との関係性を用例に即して考察し、そこから浮かび上がる問題点について論じてもらう。
・発表者の報告に基づいて討議を行い、内容を吟味する。連想関係が難解なものも多いため、受講
者全員が該当箇所の予習をし、自身の見解を持って授業に臨むこと。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加度（10%）、前期に数度行うくずし字読解テスト(20%)、発表(30%)、年度末のレポー
ト（40%）による。発表・レポートついては到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
版本や写本、文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求められる。授業で扱う資
料の予習復習はもちろん、それ以外にも、不断に古典籍に親しむこと。
『類船集』研究には、古俳諧をはじめとした和漢の古典文学作品はもちろん、歴史資料や図像資料、
民俗学・文化人類学の成果をも参照することが必要となる。日頃から広い分野の読書を心がけるこ
と。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  泉鏡花研究

 [授業の概要・目的]
　 泉鏡花(1873－1939)は日本を代表する幻想文学作家である。この授業では、作家固有のテーマや
モチーフ、作品の成立過程や材源を探るとともに、代表作の精緻な読解を目指す。併せて、受講生
の批判意識を深め、研究の手法を学ぶ。

 [到達目標]
　泉鏡花に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分の考えを論
理的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交換をしながら
さらに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。 

 [授業計画と内容]
　次の各テーマについて、それぞれ数週ずつ受講生と討議する。予め論文を配布しておき、それを
読んだ受講生から質問・意見を出して貰い、それに回答する形で授業をすすめる。さらに、それを
聞いた受講生が質問・意見を積み上げ、多様な視点から問題点の深化と解決の方策を図る。ただし、
理解の程度にあわせて進度や内容を調整することがある。 
１．ガイダンス。泉鏡花の作品と生涯 
２．鏡花における美女と「魔」――モチーフ研究―― 
３．鏡花文学における前近代的素材――材源研究―― 
４．鏡花における「魔」的美女の形成と展開――『高野聖』研究―― 
５．鏡花における女性類型――構造化モデル構築の試み―― 
６．龍女と摩耶夫人――鏡花における仏教――

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業への参加態度(質問・意見の提出、議論への参加)７割。 
レポート３割。

 [教科書]
使用しない

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　扱う論文はあらかじめKULASISの「授業サポート」の「授業資料」にアップしておくので，事前
に読んでおくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  泉鏡花の研究

 [授業の概要・目的]
泉鏡花(1873－1939)は日本を代表する幻想文学作家である。この授業では、代表作の精緻な読解を
試みるとともに、同時代との関わり、作品の成立過程・材源を探る。併せて、受講生の批判意識を
深め、研究の手法を学ぶ。

 [到達目標]
泉鏡花に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分の考えを論理
的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交換をしながらさ
らに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。 

 [授業計画と内容]
次の各テーマについて、それぞれ数週ずつ受講生と討議する。予め論文を配布しておき、それを読
んだ受講生から質問・意見を出して貰い、それに回答する形で授業をすすめる。さらに、それを聞
いた受講生が質問・意見を積み上げ、多様な視点から問題点の深化と解決の方策を図る。ただし、
理解の程度にあわせて進度や内容を調整することがある。 
１．ガイダンス。泉鏡花の作品と生涯、授業の進め方。 
２．一葉から鏡花へ――『わかれ道』と『三枚続』『式部小路』―― 
３．『春昼』の構想 
４．『化鳥』の語りと構造 
５．鏡花における近世と近代――異類への距離をめぐって―― 
６．『草迷宮』の材源と論理 
７．「歌行燈」論 
８．鏡花文学第二の母胎

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加態度(質問・意見の提出、議論への参加)７割。 
レポート３割。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
扱う論文はあらかじめKULASISの「授業サポート」の「授業資料」にアップしておくので，事前に
読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅰ

 [授業の概要・目的]
本講義では、『時代別国語大辞典上代編』（三省堂、第10刷）の「未詳語彙」を中心に語彙研究を
行う。語彙分析は使用される個々の作品解釈や前後の時代の語彙に照らして総合的に記述される。
語彙研究の方法は関係する諸領域に波及するところが少なくない。そのため、文系・理系を問わず
に自ら資料や用例と向き合うことで、言語分析の観点を涵養するには最適である。最初にいくつか
の見本を講義形式で提示するので、それに倣って自らの担当項目を選別し研究発表を行ってもらう。
全ての回ではないが主として演習形式で講義を進める。古辞書の性質や使い方、用例の書誌といっ
た日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得することを目的とする。

 [到達目標]
古辞書の性質や使い方、用例の書誌といった日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得
することを目的とする。

 [授業計画と内容]
１　導入　上代語概説 
２　個別検討①（名詞語彙の場合） 
３　個別検討②（動詞語彙の場合） 
４　動詞派生一覧（プリントを配付する） 
５　形態論概説 
６　個別検討：演習形式 
７　個別検討：演習形式

 [履修要件]
途中から演習形式での授業になるので、

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、期末のレポート試験70％、平常点30％によって評価する。レポート試験の課題は講義中に
指示する。その採点基準は、問題設定30点、解決方法50点、結論20点の100点満点で評価する。な
お口頭発表を受講者に求めることがあるが、これをもって平常点とする

 [教科書]
井手至 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）（レポート作成に使用するので購入しておくこと  ）

萬葉集のテキストは、『萬葉集』本文篇（塙書房）でもかまわないが、主要な資料になるので、本
文が確認できるものを用意してほしい。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習形式での授業になるので、事前に調査と分析をする必要がある他、他の受講性の発表資料につ
いて自らも検証すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは原則として講義終了後の1時間を充てるが、個別の質疑の内容によっては、別途
日時を定める。この点は受講者と個別に相談して決める。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅱ

 [授業の概要・目的]
本講義では、『時代別国語大辞典上代編』（三省堂、第10刷）の「未詳語彙」を中心に語彙研究を
行う。語彙分析は使用される個々の作品解釈や前後の時代の語彙に照らして総合的に記述される。
語彙研究の方法は関係する諸領域に波及するところが少なくない。そのため、文系・理系を問わず
に自ら資料や用例と向き合うことで、言語分析の観点を涵養するには最適である。最初にいくつか
の見本を講義形式で提示するので、それに倣って自らの担当項目を選別し研究発表を行ってもらう。
全ての回ではないが主として演習形式で講義を進める。古辞書の性質や使い方、用例の書誌といっ
た日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得することを目的とする。  

 [到達目標]
古辞書の性質や使い方、用例の書誌といった日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得
することを目的とする。

 [授業計画と内容]
１　導入　上代語概説 
２　個別検討①（形状言の場合） 
３　個別検討②（意味分化の実態） 
４　動詞派生一覧（プリントを配付する） 
５　形態論概説 
６　個別検討：演習形式 
７　個別検討：演習形式

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、期末のレポート試験70％、平常点30％によって評価する。レポート試験の課題は講義中に
指示する。その採点基準は、問題設定30点、解決方法50点、結論20点の100点満点で評価する。な
お口頭発表を受講者に求めることがあるが、これをもって平常点とする。

 [教科書]
井手至 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習形式の授業であるから、配布された資料について自ら検証をすること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは木曜日４限である

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歌道家の対立と偽書の生成

 [授業の概要・目的]
藤原俊成・定家以下、平安時代末から室町時代末までの歌道師範家の動向を押さえながら、各流派
の代表的な歌論書を読み、その特色と対立点について理解を深める。同時代の文芸に主導的な地位
を占めた和歌に関する文学史的な基礎知識を習得し、後期の講義の前提とする。
 

 [到達目標]
当該範囲の和歌史の基礎知識を習得する。 

 [授業計画と内容]
I．歌道師範家の成立 
　　　①六条家と御子左家 
　　　②藤原俊成の歌論　『六百番歌合』『古来風体抄』 
　　　③藤原定家の歌論　『近代秀歌』『詠歌大概』『顕注密勘』 

II．二条・京極・冷泉家の分立 
　　　④二条家・京極家・冷泉家の歌風と歌論　 
　　　⑤二条家（流）の歌論と歌学 
　　　⑥冷泉家の歌論と歌学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
定期試験にむけての準備。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歌道家の対立と偽書の生成（続）

 [授業の概要・目的]
中世には、歌道師範家の分裂に絡んで数多くの歌論の偽書が現れたが、なかでも藤原定家に仮託し
た定家偽書は、歌論のみならず能楽論や連歌論等にも広く浸透し、真作に劣らぬ影響力を持った。
それぞれの書は、いつ、どのような人物・流派によって制作され、どのような人々に支持されてき
たのか。先行研究や近年の冷泉家時雨亭文庫本の紹介などの動向を踏まえて考察する。前期の講義
を踏まえ、さらに、研究論文の吟味や、諸本・奥書等の情報に基づく文献の見方などについて学ぶ。

 [到達目標]
レポート課題に対して、独自に問題を設定した上で、自主的な資料収集、問題の考察を行い、適切
な文章にまとめる能力を養う。  
 

 [授業計画と内容]
以下の作品を取り上げて順次考察を加える。
 
　①『毎月抄』　 
　②『三五記』上　 
　③『愚見抄』　 
　④『三五記』下　 
　⑤『愚秘抄』　 
　⑥『桐火桶』

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートによる。

 [教科書]
使用しない
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
レポート作成の準備。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  島崎藤村と女性作家の作品

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、近代文学を時代やメディアの中で読むという、作品の読み方を提示すること
にある。授業では、島崎藤村や女性作家の作品、それらに関する論文を読む。藤村は大正後期に、
『新生』『嵐』を発表し、二作品の間に婦人雑誌「処女地」を発行した。「処女地」に集まった女
性には、既に活躍していた女性も無名の女性もいた。文学を志す人だけでなく、教育家や宗教家も
集まった。時代やメディアの中で、藤村やこれらの女性作家が書いたこと、書かれたことを考察す
る。

 [到達目標]
　近代文学の作品を読む方法、論文を批判的に読む方法、要約する方法をより深く身につける。そ
れらを通して、問題点を見つけ、明確な論拠を示し、自分自身の新しい読みを論理的に展開できる
論文が書けるようになることを目標とする。

 [授業計画と内容]
１．本講義の問題意識、進め方
２．島崎藤村の伝記的説明
３．近代文学の文献検索方法
４．藤村『新生』
５．藤村『嵐』
６．『新生』『嵐』論に対する議論
７．「処女地」の位置
８．「処女地」に執筆した女性作家達（一）──「女子文壇」に書いた、生田花世・鷹野つぎ・若
杉鳥子・若山喜志子・加藤みどり──
９．「処女地」に執筆した女性作家達（二）──池田小菊・川島つゆ・澤ゆき・島崎静子・細川武
子・正宗乙未──
10.「処女地」の位置、「処女地」に執筆した女性作家達（一）、（二）に対する議論
11.「処女地」に執筆した〈無名〉の女性達（一）
12.「処女地」に執筆した〈無名〉の女性達（二）──〈少女小説〉伊藤英子・林真珠──
13.「処女地」に執筆した〈無名〉の女性達（三）──〈無産階級婦人運動〉織田やす──
14.「処女地」に執筆した〈無名〉の女性達（一）（二）（三）についての議論
15.まとめ

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席状況、小レポート、授業内での発言）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品や論文を読んで、小レポートとして、要旨、批評を書いてくること。それをもとに議論するこ
とになる。

（その他（オフィスアワー等））
初回に進め方を説明するので必ず出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代文学の諸相

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、近代文学を時代やメディアの中で読むという、作品の読み方を提示すること
にある。授業では、島崎藤村、北村透谷、太宰治、芥川龍之介などの作品を読む。作家の全集の問
題点、映画と小説の問題なども取り上げる。

 [到達目標]
　近代文学の作品を読む方法、論文を批判的に読む方法、要約する方法をより深く身につける。そ
れらを通して、問題点を見つけ、明確な論拠を示し、自分自身の新しい読みを論理的に展開できる
論文が書けるようになることを目標とする。

 [授業計画と内容]
１．本講義の問題意識、進め方
２．「よみうり婦人付録」にみる大正の世相
３．メディアの中の「処女地」の女性達と藤村　
４．戦時下における「処女地」の女性達
５．その後の「処女地」の女性達について議論
６．明治の子殺し──北村透谷──
７．たずねびと──太宰治──
８．時代と文学について議論
９．藤村全集の問題点
10.　藤村全集の逸文
11.　作家の全集について議論
12.　近代文学に描かれた〈楽園〉
13.　芥川龍之介「藪の中」──映画と文学──
14.　近代文学とその周辺について議論
15.　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席状況、小レポート、授業内での発言）

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品や論文を読んで、小レポートとして、要旨、批評を書いてくること。それをもとに議論するこ
とになる。

（その他（オフィスアワー等））
初回に進め方を説明するので必ず出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本語書記用文体成立史の課題

 [授業の概要・目的]
　古代、日本語が漢字と出会い、日本語を漢字で書くようになった時代、そこにはどのような「い
となみ」があったのだろうか。また、漢字から日本語を書くための文字である「かな」を成立させ
て、日本語の文章を日本語の文章として書くようになった時代、そこにはまた、どのような「いと
ねみ」があったのだろうか。文字と「ことば」との関係から説きおこし、漢字専用時代の日本語表
記、「仮名」の成立と漢文中への日本語要素の組み込み、漢字仮名交じりの本質など、いくつかの
テーマについて、現代までの研究の到達点を確認し、日本語がどのようにして「書記用文体」を獲
得したのか、その問題点と今後の課題を考える。

 [到達目標]
・古代語の研究史を概観し、そこから日本語史の課題を見つける「め」を身につけること。
・文字と「ことば」との基本的概念を理解して、日本語の書記に関する客観的な議論ができるよう
になること。
・日本語の歴史についての、みずからの歴史観を構築すること。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の項目について、講義を進める。しかしながら、日々提供される新しい資料や課題に
ついて、それを優先するために、課題を変更することがある。歴史は常に動いているからである。
１．「言語」にとっての、「文字」あるいは「書記」とは。（１～３週）
２．日本語研究史上の「書記」。（４～５週）
３．漢字のしくみと日本語における漢字の機能。（６～７週）
４．漢字との出会いと、「書くこと」の必要性。（８～９週）
５．漢字による日本語書記の展開（10～14週）
　『古事記』の文章法と書記、『万葉集』の表記法・用字法、続日本紀宣命と正倉院文書、木簡の
資料性
６．漢字による日本語書記の達成（15週）

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（学期末）100%、以下の観点から総合的に評価する。
・レポートの課題を適切に設定できること。
・課題を解決するための適切な方法が採用されていること。
・歴史資料について適切な扱いがなされていること。
・オリジナリティーがあること。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
金水敏・乾善彦・渋谷勝己 『シリーズ日本語史４日本語史のインタフェース』（岩波書店）ISBN:
978-4-00-028130-0（第二章・第三章）
高田博行、渋谷勝己、家入葉子編 『歴史言語社会学入門』（大修館書店）ISBN:978-4-469-21350-8
（第五章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一時間目に概略を説明し、その他、適宜授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
さまざまな情報については、適宜授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本語書記用文体成立史の課題

 [授業の概要・目的]
　古代、日本語が漢字と出会い、日本語を漢字で書くようになった時代、そこにはどのような「い
となみ」があったのだろうか。また、漢字から日本語を書くための文字である「かな」を成立させ
て、日本語の文章を日本語の文章として書くようになった時代、そこにはまた、どのような「いと
ねみ」があったのだろうか。文字と「ことば」との関係から説きおこし、漢字専用時代の日本語表
記、「仮名」の成立と漢文中への日本語要素の組み込み、漢字仮名交じりの本質など、いくつかの
テーマについて、現代までの研究の到達点を確認し、日本語がどのようにして「書記用文体」を獲
得したのか、その問題点と今後の課題を考える。

 [到達目標]
・古代語の研究史を概観し、そこから日本語史の課題を見つける「め」を身につけること。
・文字と「ことば」との基本的概念を理解して、日本語の書記に関する客観的な議論ができるよう
になること。
・日本語の歴史についての、みずからの歴史観を構築すること。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の項目について、講義を進める。しかしながら、日々提供される新しい資料や課題に
ついて、それを優先するために、課題を変更することがある。歴史は常に動いているからである。
１．「言語」にとっての、「文字」あるいは「書記」とは（復習）。（１週）
２．古代木簡の資料性（２～４週）
３．「仮名」の成立とその諸相（５～７週）
４．「漢字仮名交じり」の諸相（８～９週）
５．「仮名」から「かな」へ。（10週）
６．和漢の混淆（11～12週）
７．和漢混淆文の成立とその実態（13～14週）
８．日本語書記用文体ということ。（15週）

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（学期末）100%、以下の観点から総合的に評価する。
・レポートの課題を適切に設定できること。
・課題を解決するための適切な方法が採用されていること。
・歴史資料について適切な扱いがなされていること。
・オリジナリティーがあること。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
金水敏・乾善彦・渋谷勝己 『シリーズ日本語史４日本語史のインタフェース』（岩波書店）ISBN:
978-4-00-028130-0（第二章・第三章）
高田博行、渋谷勝己、家入葉子編 『歴史言語社会学入門』（大修館書店）ISBN:978-4-469-21350-8
（第五章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一時間目に概略を説明し、その他、適宜授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
さまざまな情報については、適宜授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪府立大学　　　　　　　
21世紀科学研究機構 教授 山東　功

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語学と国語施策（戦後）・国語教育

 [授業の概要・目的]
西洋言語学の移入により近代的な学知として展開していった「国語学」は、国語施策や国語教育の
分野に対して明確な指針を提示するものとして機能することとなった。本講では、「国語学」の成
立によって、近代日本の国語施策や国語教育がどのように展開していったのかについて、検討を試
みる。

 [到達目標]
「国語学」研究において関連分野となる国語施策・国語教育について概要を理解し、その意味につ
いて説明ができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。前半では戦後の国語施策に関する領域、後半では国語教育に関す
る領域について検討する。なお、国語施策では審議会諮問事項と答申を、国語教育では教科として
の「国語科」の成立を中心に講述する。

第1回　講義概要・ガイダンス 
第2回～第4回　官制国語審議会（戦前）　 
第5回～第8回　国語審議会と国語施策 
第9回・第10回　文化審議会国語分科会 
第11回・第12回　国語教育史と国語学　
第13回・第14回　国語科の成立 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末提出のレポート（100％）により評価する。

 [教科書]
講義中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
自らの問題として、国語施策や国語教育のあり方について、関心を持っておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪府立大学　　　　　　　
21世紀科学研究機構 教授 山東　功

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語学と国語教育

 [授業の概要・目的]
西洋言語学の移入により近代的な学知として展開していった「国語学」は、国語施策や国語教育の
分野に対して明確な指針を提示するものとして機能することとなった。本講では、「国語学」の成
立によって、近代日本の国語教育がどのように展開していったのかについて、検討を試みる。

 [到達目標]
「国語学」研究において関連分野となる国語教育について概要を理解し、その意味について説明が
できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。特に、現行学習指導要領における「伝統的な言語文化と国語の特
質に関する事項」に関連する内容を中心に検討する。

第1回　講義概要・ガイダンス 
第2回　国語学と国語教育
第3回～第5回　学校国文法について
第6回～第8回　古文教育と「国語」
第9回～第11回　漢文教育と「国語」
第12回～第14回　国語学の意味
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末提出のレポート（100％）により評価する。

 [教科書]
講義中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
教員免許状取得希望の有無に関わらず、「国語科」について関心をもっておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 国文学研究資料館研究部 教授 小林　健二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  室町期芸能の形成と展開に関する諸問題

 [授業の概要・目的]
能・狂言・幸若舞曲・説経・古浄瑠璃など室町期に形成された芸能の基層に、寺院における法会説
法の言説があることを究明し、その言説が多様な芸能として展開する様相を考察する。

 [到達目標]
扱う対象は個々の文芸作品であるが、作品の読み解きを通して室町時代の社会や文化の在り方に迫
ることを目標とする。
そのために対象とする作品（資料）がどのような問題を有しているかを的確につかみ、作品内容を
正しく把握するための読解力をつける。

 [授業計画と内容]
基本的には以下の内容で講義を進める。できれば京都大学に所蔵される資料を用いて行う機会を設
けたい。
１、室町期文芸の基層に寺院の法会説法の言説があったことを、中世の唱導説話集などを用いて概
説する。（１～３時間）
２、京大文学部図書室に所蔵される説草「多田満仲」が法会説法で語られていた説話の一類型であ
ることを確認し、幸若舞曲「満仲」と能「仲光」へと展開する様相を考察する。（４～６時間）
３、能「源氏供養」を取り上げ、御伽草子絵巻の「源氏供養草子」との関係を整理し、石山寺にお
ける法会の場が成立に関係していることを考察する。（７～９時間）
４、現存最古の能楽記録とされる「貞和五年春日社臨時祭次第」（京大文学部博物館蔵）の史料性
を吟味し、胎動期の田楽・猿楽が宗教的な内容であったことを考察する。（１０～１２時間）
５、能「合浦」を取り上げ、素材となった合浦説話が、漢籍の和文化したものであり、さらに談義
の世界で文芸化していく様相を考察する。（１３～１５時間）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート１００パーセント
以下の点から総合的に評価する。
○講義の内容を踏まえて課題設定がなされているか。
○講義の内容を踏まえて課題の考察がなされているか。
○資料の読みが適切になされているか。
○内容に独自の視点があるか。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
講義中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
適宜講義中に指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
不明なことなどについて授業中に積極的な質問を期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『類聚名義抄』の研究

 [授業の概要・目的]
平安時代の日本語資料として最も重要度が高いものの一つである『類聚名義抄』をとりあげ、演習
形式で研究を行う。
古辞書についての基礎知識を獲得し、古辞書を日本語・日本文学の研究資料として使用するための
方法・視点を学ぶことを目的とする。
授業では、調べ、考える楽しさを重視する。

 [到達目標]
古辞書についての基礎知識を獲得し、様々な工具書を用いて古辞書を解読し、そこに現れた日本語
などについて考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
本演習では、古代最大の辞書である『類聚名義抄』をとりあげ、その研究を行う。
様々な原材料をもとに編纂されている古辞書の記述を分析しながら読解する。出典を確かめ、辞書
の体例・システムについて考察し、それぞれの現象についてその意味するところを考える。その過
程で、表記・音韻・語彙といった種々の方面から検討を加えていく。日本語史、訓読語、古辞書に
興味がある人には面白いものとなろう。
年度はじめ数回をイントロダクションと古辞書入門にあてる。
その後、受講者による発表形式で進める。発表者は辞書の一部分を担当し、担当部分から問題点を
見つけ出し、発表する。
授業では受講者からの積極的な発言を歓迎し、活発な議論が行われることを期待している。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は発表によって評価し、授業中の発言等を平常点として加味する。

 [教科書]
資料のコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
レファレンスとして『日本古辞書を学ぶ人のために』（世界思想社、1995）が手元にあると便利で
あろう。詳しくは授業時に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者全員がその時間に取り上げる該当部分について予習した上で授業にのぞむこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  松浦宮物語

 [授業の概要・目的]
藤原定家の作と伝わる『松浦宮物語』を精読する。和歌・漢詩文・先行物語の表現を駆使して彫琢
された文章を読み解き、作者の創意を明らかにする。   

 [到達目標]
古典のテキストを正確に読み、実証的に解釈する方法を習得する。また、典拠や影響を受けた作品
を突き止め、その利用方法を分析することで、文章をより深く鑑賞する能力を養う。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
授業の目的や進め方を説明し、受講者の担当部分と発表順を決める。 

第２回　作品概説 
『松浦宮物語』について、現在の研究状況を踏まえて概説する。 

第３回～第３０回　作品精読 
受講者の発表により作品を読み進める。発表者は担当部分について、テキストの翻字、語釈、現代
語訳、典拠の指摘などを行う。その中で特に関心のある事柄や重要な問題点について、調査・考察
した結果をレジュメにまとめ、発表する。発表者以外の受講者もあらかじめ熟読してから授業に臨
み、積極的に質問や意見を述べることが望まれる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表および平常点（授業中の発言等）による。授業時間内に発表できなかった者は、レポートで代
替する。発表・レポートは到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
くずし字の文献を扱うため、「国語学国文学講読」を履修済み又は受講中であることが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 武庫川女子大学　文学部　教授 寺島　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  歌学書を読む

 [授業の概要・目的]
　院政期の歌学書『奥義抄』を読む。歌学は和歌の学問の謂だが、歌学書に記されるのは歌の出来
の良し悪しを論ずる歌論的内容だけではない。当時から見て古典であった『万葉集』『古今集』を
始めとする古歌やその歌語の解釈が問題とされ、またその本説となる説話伝承までが語られる。さ
らに歌会歌合の故実から、その先例を伝える歌人の伝承までも含みこんで、当時の和歌詠作の環境
を窺知させるに足る。従って歌学書は和歌をめぐる様々な文学史的環境を反映させた書物として読
むことができる。そうした点を踏まえ、多様な方面から『奥義抄』を読み込むこととしたい。

 [到達目標]
和歌史と歌学及びその周辺分野に関する知識を身につけ、研究に関する資料の収集と分析ができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
第1回～第2回　イントロダクション
　　講義の概要及び発表の手順を説明し、発表担当箇所と発表順を決定する。
第3回～第14回　発表と討議
　　担当者による発表と、それに基づく質疑・討議を行う。

フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表内容（45％）、レポート（45％）、討議への積極的参加（10％）により評価する。
評価は以下の点に留意して行う。
・和歌史に関する知見を十分に持っているか。
・文献学的に適切な資料の扱いができているか。
・十分な調査を経ているか。
・筋の通った論の展開になっているか。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に配布資料がある場合には必ず目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレス
fwhg6870@mukogawa-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 武庫川女子大学　文学部　教授 寺島　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  歌学書を読む   

 [授業の概要・目的]
　院政期の歌学書『奥義抄』を読む。歌学は和歌の学問の謂だが、歌学書に記されるのは歌の出来
の良し悪しを論ずる歌論的内容だけではない。当時から見て古典であった『万葉集』『古今集』を
始めとする古歌やその歌語の解釈が問題とされ、またその本説となる説話伝承までが語られる。さ
らに歌会歌合の故実から、その先例を伝える歌人の伝承までも含みこんで、当時の和歌詠作の環境
を窺知させるに足る。従って歌学書は和歌をめぐる様々な文学史的環境を反映させた書物として読
むことができる。そうした点を踏まえ、多様な方面から『奥義抄』を読み込むこととしたい。  

 [到達目標]
和歌史と歌学及びその周辺分野に関する知識を身につけ、研究に関する資料の収集と分析ができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
第1回～第2回　イントロダクション
　　講義の概要及び発表の手順を説明し、発表担当箇所と発表順を決定する。
第3回～第14回　発表と討議
　　担当者による発表と、それに基づく質疑・討議を行う。

フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表内容（45％）、レポート（45％）、討議への積極的参加（10％）により評価する。
評価は以下の点に留意して行う。
・和歌史に関する知見を十分に持っているか。
・文献学的に適切な資料の扱いができているか。
・十分な調査を経ているか。
・筋の通った論の展開になっているか。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に配布資料がある場合には必ず目を通しておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレス
fwhg6870@mukogawa-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大谷　雅夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  国文学の諸問題

 [授業の概要・目的]
①出席者が輪番で発表者となり、また司会者となって研究発表会を行う。 
②漢文の訓読法を学ぶ。

①と②の授業を隔週に行う。

 [到達目標]
①自らの研究の成果を発表し、批判や助言を受けることにより、また人の研究成果を知り、批判す
ることにより、それぞれが自らの研究を客観視できるようになり、より良い論文が作成できる。
②国文学、国語学研究にとって必須である漢文訓読の力を身につける。

 [授業計画と内容]
①最初の時間から、研究発表を開始する。
博士課程の学生が幹事となって、担当の順序をあらかじめ決めておくこと。
研究発表の方法はそれぞれ工夫すること。
②さまざまな漢詩文を提示して、それに訓点をつけたり、訓読したり、現代語訳したりすることを
求める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
自身の発表、授業中の発言、漢文の課題等による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
①発表者は発表の原稿、あるいはレジュメを遅くともその二日前には出席者に配布すること。出席
者はそれを熟読した上で出席し、批判、助言をすること。
②自宅での勉学が主となる。

（その他（オフィスアワー等））
なし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  資料発見

 [授業の概要・目的]
京都大学は多くの原資料を所蔵している。本演習では、文学研究科の蔵書の中から古典籍をいくつ
か選び、共同で研究する。

資料を選定するところからはじめ、資料をどのように研究に活用するのかを学ぶ。
多くの原資料に触れ、その中から研究に役立つものを見極め、それらを読解・研究することを目的
とする。

それぞれにある程度専門的な知識を持つ者どうしが集まり、互いの知識・読解力・研究手法を交換
・共有することを目指す。そのため、修士課程・博士課程を問わず国語学国文学専修に所属する全
ての大学院生が出席することが望ましい。

 [到達目標]
原資料に触れる。解題・資料紹介を書く。資料を研究に活用する。

 [授業計画と内容]
文学研究科が所蔵する原資料を取り上げ、読解・研究する。

授業は、
１．資料選定
２．解題
３．読解・研究
によって構成される。

１．では、大学院生各人に候補となる原資料を探索してもらう。それらについて簡略な報告を受け
た上で、どの資料を取り上げるかを選定する。
２．では、選定した資料について、書誌的な解説、内容解説を加える。
３．では、資料の部分を取り上げて読解・研究し、この本から何がわかるのか、この資料の何が面
白いのかをさぐる。

授業では受講者からの積極的な発言を歓迎し、活発な議論が行われることを期待している。

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は発表等を含めた平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキスト読解に関しては、受講者全員が、その回の授業でとりあげるテキストを読んだ上で授業に
のぞむこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２２

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(演習)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 大谷　雅夫
教授 文学研究科 大槻　信
准教授 文学研究科 金光　桂子
助教 文学研究科 河村　瑛子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  修士論文指導

 [授業の概要・目的]
修士論文の作成についての指導を行う.

 [到達目標]
修士論文作成の目標をどのように設定するか、資料をいかに収集するか、分析をどのような方法に
より進めるかについての自覚を、教員の指導および出席者相互の批判によって深化することをめざ
す。

 [授業計画と内容]
最初の授業で、出席者はそれぞれの修士論文の構想を述べて、教員の指導をうける。その後は個別
の指導を行い、適当な時期（七月下旬予定）に中間発表会を催し、各人は修士論文の中間的な成果
について発表する。今年度修士論文を提出する学生はかならず受講しなければならない。

 [履修要件]
今年度末に修士課程を卒業見込みの者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間発表による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中間発表には十分な準備をして臨むこと。他の人の発表に対しても意見が述べられるように、その
課題について下調べをして出席することを求める。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２３

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法

 [授業の概要・目的]
漢籍目録の作成要領を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
各種の漢籍目録（データベースを含む）の構造や内容を読み取る力をつけることにより、目的や用
途に応じて必要な漢籍をすぐに検索できるようになる。

 [授業計画と内容]
『漢籍目録──カードのとりかた』に基づき、目録法について解説する。 
１．漢籍の定義　（第1週）
２．カード作成の目的　（第2週）
３．書名　（第3週～第5週）
４．巻数　（第6週～第7週）
５．撰者　（第8週～第10週）
６．鈔刻（出版事項）（第11週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
 『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友書店）ISBN:4-89281-106-8

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２４

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍分類法

 [授業の概要・目的]
四部分類法を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、近代国家の枠組みを超えた幅広い視点
を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説する。 
１．経部　（第1週～第4週）
２．史部　（第5週～第7週）
３．子部　（第8週～第10週）
４．集部　（第11週～第13週）
５．叢書部（第14週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート 
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２５

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本伝存古写本研究（王勃佚文注釈）

 [授業の概要・目的]
日本に伝存した古写本、特に王勃の佚文を注釈を付しつつ読解してゆく。まず、詩序について、そ
の典拠を調査する

 [到達目標]
抄本を文字におこし、注釈を付す作業を通して、正確な読解を行う。そのことによって、印刷術発
明前のテキストの状態を知る。中国古典文学における知識の基盤を理解する。この作業を通して、
自主的に中国古典文を読む能力を養う

 [授業計画と内容]
第一回は、中国の典籍の渡来について概説し、古写本について定義する。二回目以降は、佚文に焦
点を絞り、テキストとしての特色について考察する。さらに作品を選読を通して、文集を同時代文
学の中に位置付けてゆく。出席者は、その内の幾つかを担当し報告することになる。

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発言と、報告に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
影印本は本授業の重要な資料となる。その解説は典籍の渡来・伝存について有用な情報を提供して
いる場合が多いので、知識の整理として、授業の前後に調査しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２６

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本伝存古写本研究  

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、日本に伝存した古写本、例えば『王勃集』を取り上げ、その作品を分析するとと
もに、テキストとしての特色について考察する。 

 [到達目標]
具体的な作品集に即して考察し、同時代の好尚や用語の特色について、後世の文学史とは異なる、
唐代文学の実態について知見を得る。日本伝存テキストについてその意義を中国文学の側から再認
識する

 [授業計画と内容]
第一回は、日本伝存典籍の特色について概説する。二回目以降は、特に文集・作品集に焦点を絞り、
テキストとしての特色について考察する。さらに作品を選読を通して、文集を同時代文学の中に位
置付けてゆく。出席者は、その内の幾つかを担当し報告することになる。

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発言と、報告に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
影印本は本授業の重要な資料となる。その解説は典籍の渡来・伝存について有用な情報を提供して
いる場合が多いので、知識の整理として、授業の前後に調査しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２７

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  説文解字（字義）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字義に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。おのおの持参することが望ましいが，持ち合わせないひとは，無理に準備す
る必要はない。講義の進め方の詳細については，初回の授業で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２８

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  説文解字（字音）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字音に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義と字音について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。受講者おのおのが一冊準備して持参することを前提とする。講義の進め方の
詳細については，初回の授業で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２９

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  声調の諸相［III］

 [授業の概要・目的]
中国語は典型的な声調言語であり、声調によって語を区別する機能があることが類型特徴となって
いる。本講義では「声調とは何か」について多角的に分析する。中国語の音調の機能と実態を、ど
のように記録して分析するのか。古代中国語の調類と現代語との対応関係はどうなっているのか。
古代の声調は、如何に推定できるのか。声調についての基本的な知識と、分析法を整理して提示し
つつ、中国語およびアジアの諸言語における音調の機能と特性について概観し考察してみたい。

 [到達目標]
本講義［III］では、主として唐代の中国語について、文献記録をもとに当時の音調を推定する方法
について学び、これまでの研究で何がどこまで明らかにされて来たのかについて理解を深める。中
国語の声調の歴史的変遷を概観するとともに、時代と地域によってどのような特徴があるのか、あ
わせてアジアの声調言語についても知見を広める。

 [授業計画と内容]
テーマは順不同、ひとつのトピックについて２～３回の授業を予定しているが、内容によっては回
数に増減が生じる可能性がある。
１．授業の方針と計画について
２．声調とアクセント　　　
３．中古音と唐代音
４．調類と調値の変化
５．古代の声調の推定
６．声調起源論
７．現代方言との対応

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組みと小レポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テーマに応じて授業時に指示する

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３０

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語の人称代名詞概観

 [授業の概要・目的]
中国語の人称代名詞の歴史およびチベットビルマ諸言語における人称代名詞の機能と特性について
概観し考察してみたい。

 [到達目標]
本講義では、中国語の人称代名詞についてその歴史的変遷を概観し、これまでの研究で何がどこま
で明らかにされてきたのかについて理解を深めるとともに、時代と地域によってどのような特徴が
あるのか、あわせてチベット＝ビルマ諸語における人称代名詞の機能と特性についても知見を広め
る。

 [授業計画と内容]
テーマは順不同、ひとつのトピックについて２～３回の授業を予定しているが、内容によっては回
数に増減が生じる可能性がある。
１．授業の方針と計画について
２．一人称代名詞の変遷
３．二人称代名詞の変遷
４．三人称代名詞の変遷
５．複数語尾の諸相
６．包括形と排除形
７．チベット＝ビルマ諸語の人称代名詞概観

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組みと小レポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テーマに応じて授業時に指示する

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３１

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国伝統演劇史（一）

 [授業の概要・目的]
中国の伝統演劇は、元雑劇、宋元南戯、明清伝奇と数多くの作品を生み出し、演じられるものとし
ての演劇としてだけではなく、文学作品としても、文学史の中で独自の位置を占めてきた。こうし
た伝統演劇作品について、有名な作品を取り上げながら、その魅力を明らかにしてゆく。今年度は、
崑曲成立以後、すなわち明代後半から清代にかけてのこうした作品について、文学作品としてのテ
キスト面からの考察だけではなく、その音楽や舞台、身体表現様式といった点にもふれたい。 

 [到達目標]
中国伝統演劇史について理解を深めつつ、中国文学史における戯曲作品が持つ、他のジャンルには
見られない特徴について考察できるようにする。

 [授業計画と内容]
授業は、一～四をテーマとして、順にすすめてゆく。
一、宋元演劇史の概観
二、崑曲の形成と明清伝奇
三、清代後期の演劇～楽曲系演劇と詩讃系演劇
四、中国伝統演劇はどのように演じられるか～舞台と表現様式～

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより評価。他者の著作、論文に拠るものではなく、自分なりの論述を試みたものを
高く評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
伝統演劇作品については、インターネット上でもビデオが数多く公開されているので、そうしたも
のを視聴し自分なりに理解しておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３２

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国伝統演劇史（二）～《桃花扇》を読む

 [授業の概要・目的]
前期で論じた中国伝統演劇史の展開過程をふまえた上で、清代の演劇作品の中にあって洪昇の《長
生殿》とともに、屈指の名作とされる孔尚任《桃花扇》を読み解く。中国の演劇作品の中で、明清
伝奇作品は長大なものが多く、全編を読み通すとなると相当な時間が必要となる。授業では、幾つ
かの幕を取り上げて、たんねんに読み解くこととする。

 [到達目標]
中国伝統演劇史について理解を深めつつ、中国文学史における戯曲作品が持つ、他のジャンルには
見られない特徴について考察できるようにする。

 [授業計画と内容]
第一回から第三回までは作者孔尚任による《桃花扇》小識などを取り上げつつ、この作品の成立と
演劇史に占める位置について述べる。そのあと、第四回以降は、この作品の冒頭部分の以下各齣を
とりあげ、演習形式によって授業を進めて行く。
一、試第一齣　先聲
二、第一齣　　聴稗
三、第二齣　　伝歌
四、第五齣　　訪翠
五、第七齣　　却奩
六、第十二齣　辭院

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。演習形式を併用するので、積極的な発言を求める。

 [教科書]
テキストとしては、王季思らによる校注本（人民文学出版社、中国古典文学読本叢書所収）を用い
る。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に先立ち、注釈にしたがって、一通り自分なりに解釈を考えておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３３

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「一箇人」の歴史

 [授業の概要・目的]
現代中国語で頻用される「一箇人」が、どのような過程で成立したかについて学ぶことを通し、量
詞の発生、「人」という概念の変遷、中国語における抽象と具体とは何かなどを考察する。扱う資
料は、敦煌変文・漢訳仏典などを予定している。

 [到達目標]
中国語の「一箇人」は、当初は「人」を数える為に使われていなかった痕跡がある。その意味につ
いて学ぶことを通して、中国語の指称・名詞の抽象性などについて、多角的な理解を養う。

 [授業計画と内容]
１現代中国語における「一箇人」：第1～2週
２『朱子語類』における「人」：第3週
４『朱子語類』における「箇」：第4週
３敦煌変文・漢訳仏典の「人」：第5～7週
４「人」の歴史：第8～10週
５方言の中の「一箇人」：第11～13週
６まとめ：第14～15週

※適宜reading weekを設け、独習した内容を発表する機会を設ける。

 [履修要件]
中国語を履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）及びレポート（60％）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３４

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部 教授 小松　謙

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  白話文学成立史

 [授業の概要・目的]
白話文学はどのようにして文字化され、出版されるに至ったのか。これは、中国文学における重要
な問題であるのみならず、娯楽のための読書という行為がどのように生まれ、発達していったかと
いう、世界文学に関わる普遍的な問題を解明する鍵ともなりうるものである。本講義においては、
白話文学黎明期ともいうべき金・南宋期から説き起こし、なぜ元代に元曲が盛行し、最初の本格的
白話小説である全相平話が刊行されるに至ったのかについて、当時の社会との関わりをふまえなが
ら論じた後、明代後期に「四大奇書」を初めとする多くの白話文学作品が刊行されるに至るまでの
過程について、出版主体・読者・作品を生み出した社会的環境などの諸側面から考察し、白話小説
誕生の過程を具体的に描き出すことを目指す。

 [到達目標]
白話文学とその出版に関する基礎知識を身につけるとともに、作品と社会の関わりを把握すること
を通して、文学作品が生み出される過程と、社会において占める位置について理解し、「読書」と
いう行為について新たな目で見直すことを目指す。

 [授業計画と内容]
１、南宋期の社会と出版
２、金の状況：『董西廂』の刊行など
３、元の状況（１）：元代の社会（『元典章』など）
４、元の状況（２）：元曲の盛行とその出版
５、元の状況（３）：『全相平話』の刊行
６、『三国志演義』『水滸伝』原初形態の成立
７、明代前期の状況：『周憲王楽府』と『嬌紅記』
８、『三国志演義』の刊行
９、、『水滸伝』の刊行
１０、武官・復古派と白話文学
１１、李卓吾と白話文学
１２、『金瓶梅』の成立
１３、『三言』の刊行と馮夢龍
１４、金聖歎本『水滸伝』と毛宗崗本『三国志演義』
１５、「読書」とは―文学の近代が始まる時

 [履修要件]
特になし

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（70％）と平常点（30％）により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献をできるだけ読むことが望まれる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３５

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学（特殊講義）
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Mitsuyo Wada-Maruciano

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  金4,5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目   Contemporary Asian Cinema  

 [授業の概要・目的]
This course offers an introduction to the analysis of contemporary Asian cinema. We will examine the 
concepts of “Asia” and “cinema,” then expand our discussion to “national cinemas” (including 
Japanese cinema, Chinese cinema, and South Korean cinema), “transnational cinema” (e.g. Chinese 
language cinema), “global art cinema” (as defined and circulated through international film festivals), and 
“world cinema,” while also drawing links to examples from “world literature” and “world music.” 
Our goal is to unfold the ways in which these categorizations/terminologies have been constructed, both in 
the discipline of Film Studies, and through multimedia platforms, including international film festivals. To 
this end, we will view recent films from Asia and read the new work from emerging scholars. We will ask 
questions such as: What is “Asian cinema”? Is it distinct from other cinemas? How has cinema constructed 
“Asia”? How does Asian cinema relate to the public? How does Asian cinema structure audiences’ 
desires? Together, we will explore different ways that these questions have been answered, contested, and 
deferred.
This class will give students the tools to map the current state of East Asian cinema and to develop their 
original, compelling ideas on those films. All students will strengthen their ability to communicate clearly 
and make persuasive arguments orally and in writing. We will view various films from the PRC, South Korea,
 and Japan every week, and students may also be assigned to see films outside a classroom as well.  

 [到達目標]
By the end of this term, students are expected to be able to:
・ draw on concepts from Film Studies to analyze a film’s narrative and form, not just its content
・ expand knowledge of issues in Asian cinema, and apply critical frameworks, film theories, and 
historiographical approaches
・ make original arguments and support them with evidence and a logical chain of reasoning
・ communicate their ideas clearly in writing, discussions, and oral presentations

 [授業計画と内容]
June 3
1 week ; Introduction
Screening:
The World (2004, Jia Zhangke, 143 min.)
Reading:
Inuhiko Yomota /四方田犬彦「雑音とアイロニー」『日中映画論』四 方田犬彦/倪震(作品社、2008年
)pp.218-232.
Joe Nieh //倪震「田舎町への永遠の思い」『日中映画論』四方田犬彦 /倪震(作品社、2008年)pp.233-
250.

June 10
2 week ; Korean Film Renaissance
Screening:
JSA (2000, Park Chan-wook, 110 min.)

中国語学中国文学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学（特殊講義）(2)

Reading:
Jinhee Choi, The South Korean Film Renaissance: Local Hitmakers/Global Provocateurs (Middletown, 
Connecticut: Wesleyan University Press, 2010) pp. 1-59 & 144-192.

June 17
3 week ; National Cinema, Transnational Cinema, Urban Cinema
Screening:
Ai Weiwei: Never Sorry (2012, Alison Klayman, 91 min.)
Reading:
Chris Berry, “Chinese Film Scholarship in English” in A Companion to Chinese Cinema, ed. Yingjin 
Zhang (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012) pp.484-498.
Sheldon H. Lu and Emilie Yueh-yu Yeh, “Introduction: Mapping the Field of Chinese-Language Cinema,” 
in Chinese-Language Film: Historiography, Poetics, Politics, eds. Sheldon H. Lu and Emilie Yueh-yu Yeh 
(Honolulu: University of Hawai’i Press, 2005) pp.1-24.
Yomi Braester, “From Urban Films to Urban Cinema: The Emergence of a Critical Concept,” in in A 
Companion to Chinese Cinema, ed. Yingjin Zhang (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012) pp.348-358.
Zhang Zhen, “Toward a Digital Political Mimesis: Aesthetic of Affect and Activist Video,” in DV-Made 
China: Digital Subjects and Social Transformations After Independent Film, eds. Zhang Zhen and Angela 
Zito (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2015) pp.316-345.

June 24
4 week ; Roles of International Film Festivals
Screening:
A Girl at My Door (2014, July Jung, 119 min.)
Reading:
Soojeong Ahn, The Pusan International Film Festival, South Korean Cinema and Globalization (Hong Kong: 
Hong Kong University Press, 2012) pp.1-29 and 121-152.

July 1
5 week ; Questioning World Cinema
Screening:
Still Life (2006, Jia Zhangke, 111 min.)
Reading:
Pheng Cheah, “World as Picture and Ruination: On Jia Zhanke’s Still Life as World Cinema,” in The 
Oxford Handbook of Chinese Cinemas, eds. Carlos Bojas and Eileen Cheng-Yin Chow (Oxford: Oxford 
University Press, 2013) pp.190-206.
Giorgio Avezzù, “The Rhetoric and Aesthetics of World Cinema: Film Studies as a Place for the ‘
Persistence of Geography’ in Contemporary Cinema.” Cinema & Cie 13 no. 20 (2013): 97-108.
Lúcia Nagib, “Towards a Positive Definition of World Cinema.” In Remapping World Cinema: Identity, 
Culture and Politics in Film, Stephanie Dennison and Song Hwee Lim, eds. Wallflower Press, 2006.

July 8
6 week ; Documenting China: Gender & Sexuality, and the Issues of Nuclear Power
Screening:
The Ditch (2009, 109 min.)
Reading:
http://www.outsideintokyo.jp/j/interview/wangbing/index.html

中国語学中国文学（特殊講義）(3)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学（特殊講義）(3)

Abé Mark Nornes, “Making the Body: The Axiographics of the Visible Hidden Camera,” in DV-Made 
China: Digital Subjects and Social Transformations After Independent Film, eds. Zhang Zhen and Angela 
Zito (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2015) pp.29-56.
*Reading Report Due

July 15
7 week ; Documenting Post 3.11 Japan: The Issues of Nuclear Power
Screening:
『原発と日本』(2014, 河合弘之, 85 min.)
Reading: TBA

July 22
8 week ; In Class Test (60 minutes)

 [履修要件]
You should attend the first week, June 3rd, for the course orientation. Although the screenings will take in 
class every week, I might ask students to view some films outside the class as well. All students are supposed 
to come to class after reading each week’s reading materials.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
(1) Attendance 20% 
(2) Participation 10% 
(3) 1 Reading Report 25%
You are asked to write a brief essay (5 to 7 pages double spaced) on one article from the readings. Choose 
one readings from weeks 1-5, and write your reading report.
Your essay must include the following sections:
1. Summary: summarize briefly the argument of the article you chose (approximately 1 to 1.5 page double 
spaced); the summary must be in your own words. You can quote the article, of course, but do not just repeat 
a bunch of passages from the reading. Quotes must be integrated within your own paraphrase of the article. 
Remember, when you quote from an article, you must properly cite your source.
2. Critique: offer a critique of the reading (approximately 2 to 3 pages double spaced); discuss which aspects 
of the reading seem valid and which ones are less convincing and explain why. You can use external sources 
to support your argument. If you do, make sure to cite your sources properly.
3. Application: apply the theory to a film viewed in class to appraise its usefulness as an interpretative tool 
(approximately 2 to 3 pages double spaced); you may discuss the article in relation to any film viewed in 
class, although generally the reading will be most relevant to the film viewed on the week when the text was 
assigned.
(4) Final Test  45% (in-class test for 60 minutes on July 22nd)

 [教科書]
使用しない

中国語学中国文学（特殊講義）(4)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学（特殊講義）(4)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３６

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(外国人実習)
Chinese Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 外人実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文寫作１

 [授業の概要・目的]
本課程為上級漢語寫作練習。上課時就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫
作特色”，並布置作文題目。希望聽講者通過一年的學習，能做到文章大致通順，傳情達意基本無礙。
【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
培養學生上級漢語寫作的能力。

 [授業計画と内容]
就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫作特色”，並布置作文題目。下一次
上課講解一篇範文，布置新的作文題目，同時收回前一次作文，帶回批改。然後發還作文，進行講評，
分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。平均兩周讀一篇範文，寫一篇作文。

 [履修要件]
大学院生に対しては、新HSK６級程度の能力をもつことを期待している。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と試験

 [教科書]
範文適當介紹一些著名作家和學者（中國文學領域）的作品。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘編 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（その他（オフィスアワー等））
履修者数上限は８名とし、中国語学中国文学研究室の大学院生を優先する。人数に余裕のある場合
のみ、中国語学中国文学研究室の学部学生および文学研究科他研究室の学生を受け入れる。初回の
授業でレベル確認の試験をおこなう。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３７

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(外国人実習)
Chinese Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 外人実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文寫作２

 [授業の概要・目的]
本課程為上級漢語寫作練習。上課時就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫
作特色”，並布置作文題目。希望聽講者通過一年的學習，能做到文章大致通順，傳情達意基本無礙。
【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
培養學生上級漢語寫作的能力。

 [授業計画と内容]
就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫作特色”，並布置作文題目。下一次
上課講解一篇範文，布置新的作文題目，同時收回前一次作文，帶回批改。然後發還作文，進行講評，
分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。平均兩周讀一篇範文，寫一篇作文。

 [履修要件]
大学院生に対しては、新HSK６級程度の能力をもつことを期待している。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と試験

 [教科書]
範文適當介紹一些著名作家和學者（中國文學領域）的作品。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘編 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（その他（オフィスアワー等））
履修者数上限は８名とし、中国語学中国文学研究室の大学院生を優先する。人数に余裕のある場合
のみ、中国語学中国文学研究室の学部学生および文学研究科他研究室の学生を受け入れる。初回の
授業でレベル確認の試験をおこなう。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３８

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  胡適と任鴻雋（第4期）

 [授業の概要・目的]
中国近代の文学・学術に巨大な影響を与えた胡適（1891-1962）に与えた任鴻雋（1886-1961）の書
簡を軸として、(1)近代の中国語資料[文言・白話]を正確に読解する能力を向上させ、(2)正確な日本
語訳注の作成能力を獲得し、(3)1910～30年代の中国の文学と学術の動向に関する理解を深める。特
に、手書き資料の読解に注意をはらう。

 [到達目標]
中華民国初期に手書きで記された資料を正確に読解し、正確な日本語に移し替える能力を獲得する
こと。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授業では、『胡適日記全集』（聯經出版公司）・『胡適遺稿及秘蔵書信』（黄山書社）を主として
利用し、書物として刊行された胡適の著作、同時代の文人・学者の著作をあわせ参照しながら、担
当者を決めて訳注・解説の作成をすすめる。

 [履修要件]
昨年度からの継続である。中国語（古典・現代）についての一定水準以上の学力、中国古典文学に
ついての知識と関心を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業担当のできばえ・質疑応答・学期末の研究レポート（400字原稿用紙20枚程度の分量）によっ
て評価する。テキスト読解・要点把握の予習が毎回必要。授業時には積極的な発言を期待している。

 [教科書]
 『胡適日記全集』（聯經出版公司）（プリントを用意する。）
 『胡適遺稿及秘蔵書信』（黄山書社）（プリントを用意する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、課題となる書簡を各自で必ず読み解いた上で授業にのぞむこと。

（その他（オフィスアワー等））
毎週、予習にかなりの時間が必要であることを理解したうえで出席して欲しい。胡適のアメリカ滞
在期に関しては、英文資料の読解も必要である。大きな流れを理解してもらうため、今年の後期も
続けて履修するであろうと予定して授業をすすめる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学３９

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  胡胡適と任鴻雋（第5期）

 [授業の概要・目的]
中国近代の文学・学術に巨大な影響を与えた胡適（1891-1962）に与えた任鴻雋（1886-1961）の書
簡を軸として、(1)近代の中国語資料[文言・白話]を正確に読解する能力を向上させ、(2)正確な日本
語訳注の作成能力を獲得し、(3)1910～30年代の中国の文学と学術の動向に関する理解を深める。特
に、手書き資料の読解に注意をはらう。 

 [到達目標]
中華民国初期に手書きで記された資料を正確に読解し、正確な日本語に移し替える能力を獲得する
こと。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授業では、『胡適日記全集』（聯經出版公司）・『胡適遺稿及秘蔵書信』（黄山書社）を主として
利用し、書物として刊行された胡適の著作、同時代の文人・学者の著作をあわせ参照しながら、担
当者を決めて訳注・解説の作成をすすめる。

 [履修要件]
昨年度後期および今年度前期からの継続である。中国語（古典・現代）についての一定水準以上の
学力、中国古典文学についての知識と関心を有すること。できる限り、前期（第2期）から継続し
て履修することがのぞましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業担当のできばえ・質疑応答・学期末の研究レポート（400字原稿用紙20枚程度の分量）によっ
て評価する。テキスト読解・要点把握の予習が毎回必要。授業時には積極的な発言を期待している。

 [教科書]
 『胡適日記全集』（聯經出版公司）（プリントを用意する。）
 『胡適遺稿及秘蔵書信』（黄山書社）（プリントを用意する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、課題となる書簡を各自で必ず読み解いた上で授業にのぞむこと。

（その他（オフィスアワー等））
毎週、予習にかなりの時間が必要であることを理解したうえで出席して欲しい。胡適のアメリカ滞
在期に関しては、英文資料の読解も必要である。大きな流れを理解してもらうため、今年の前期か
ら続けて履修するであろうと予定して授業をすすめる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４０

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『朱子語類』選読

 [授業の概要・目的]
　南宋の思想家朱熹の教えを学生が記録した『朱子語類』巻134「歴代一」を読む。この巻は，先
秦の学術や歴史について，朱熹が語った言葉を記す。会読することを通して、朱熹の学問や思想の
みならず、彼の言語運用上の特徴など、当時の言語表現についての理解を深めることを目指す。
　翻訳は、日本語訳のみならず、現代中国語訳も同時に行い、宋代の白話と現代中国語との相違に
ついても理解を深める。

 [到達目標]
宋代の近代漢語の特徴を理解し、現代中国語との相違についての自覚を促す。今年は、「歴代一」
の読了を目指す。

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
１朱子語類について
２『朱子語類』巻134「歴代一」会読
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること，

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。平常点には，担当時以外の議論内容や平素の準備も含む。

 [教科書]
授業中に指示する
中華書局『朱子語類』全8冊。巻134は第8巻所収。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４１

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『朱子語類』選読 

 [授業の概要・目的]
　前期に引き続き，『朱子語類』巻134「歴代一」を読む。
　翻訳は、日本語訳のみならず、現代中国語訳も同時に行い、宋代の白話と現代中国語との相違に
ついても理解を深める。  

 [到達目標]
宋代の近代漢語の特徴を理解し、現代中国語との相違についての自覚を促す。今年は「歴代一」の
読了を目指す。

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。 
１朱子語類について。前期の復習。
２『朱子語類』巻134「歴代一」会読 
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること，

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。平常点には，担当時以外の議論内容や平素の準備も含む。

 [教科書]
授業中に指示する
中華書局『朱子語類』全8冊。巻134は第8巻所収。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４２

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

 [授業の概要・目的]
江西詩派の主要な詩人として知られる黄庭堅（黄山谷、1045-1105）の詩を読む。精密な訳注を作
成することを通して古典詩文の読解力を身につけるとともに、宋代文学に対する理解を深めること
をめざす。 

 [到達目標]
中国における伝統的な古典注釈学の成果を踏まえつつ、精密かつ斬新な解釈をみずから提出する能
力を養う。あわせて日本中世の抄物を参照することにより、五山漢文学に関して一定の知見を得る。

 [授業計画と内容]
『山谷詩集注』（内集）巻四「和#37026惇夫秋懐十首」其四から読み進める。任淵の注や漢文抄『
帳中香』などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをもとに受
講者全員で討論してゆく。
第1回　イントロダクション
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読
『山谷詩集注』巻四から読み進め、毎回１首のペースで作品の解釈に関して討論する。
第15回　まとめ
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）による。

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館ほか）

 [参考書等]
  （参考書）
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社）ISBN:7-80050-920-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
任淵注は読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４３

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

 [授業の概要・目的]
江西詩派の主要な詩人として知られる黄庭堅（黄山谷、1045-1105）の詩を読む。精密な訳注を作
成することを通して古典詩文の読解力を身につけるとともに、宋代文学に対する理解を深めること
をめざす。   

 [到達目標]
中国における伝統的な古典注釈学の成果を踏まえつつ、精密かつ斬新な解釈をみずから提出する能
力を養う。あわせて日本中世の抄物を参照することにより、五山漢文学に関して一定の知見を得る。
   

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、『山谷詩集注』（内集）巻五の詩を読み進める。任淵の注や漢文抄『帳中香』
などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをもとに受講者全員
で討論してゆく。 
第1回　イントロダクション 
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。 
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読 
『山谷詩集注』巻五を読み進め、毎回１首のペースで作品の解釈に関して討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）による。

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館）

 [参考書等]
  （参考書）
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社）ISBN:7-80050-920-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
任淵注は読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４４

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
教授 文学研究科 平田　昌司
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水2

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  中国語学中国文学の諸問題

 [授業の概要・目的]
修士論文提出予定者を対象とし、(1)研究題目選択および先行研究の調査方法、(2)独創的な論文の
組み立てと執筆に関する指導をおこなう。

 [到達目標]
修士論文を執筆するにあたって守るべき規範意識を理解したうえで、自主的に課題を設定し、調査
研究を経て言語化し、独自の研究成果に昇華する方法を学ぶ。先行研究に対する批評眼を養い、自
らの研究成果を当該領域の研究史に位置づけつつ、次の研究目標を定める力を身につける。  

 [授業計画と内容]
隔週で開講する。前期には、研究したい題目を各自で決めて、おおまかな着想を述べ、指導・助言
を受ける。後期には、自らの修士論文の内容について発表資料を準備して口頭発表をおこなったの
ち、指導・助言を受ける。
後期の担当時には、(1)研究の主要論点・結論および引用原典を挙げた説明資料を配布し、出席者に
分かりやすく説明する。

 [履修要件]
中国語学中国文学専修学部学生に限る。（修士一回生の学生も出席するのが望ましい。）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（修了年度の口頭発表による）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
修士論文の題目選択は学生の自主性を重んじるので、取り組むべき課題を発見するにあたっての準
備的調査をまず各自でおこなうこと。  

（その他（オフィスアワー等））
後期に口頭発表を担当する際には、必ず(1)発表用資料を必要部数準備するとともに、(2)中国語論
文要旨の下書きも作っておくこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４５

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  清朝絵画史研究

 [授業の概要・目的]
清朝絵画史を、画家の伝記を読みながら通観する。 

 [到達目標]
清朝の絵画の歴史の概観を、伝記史料と作品から得る。

 [授業計画と内容]
『国朝画徴録』を読むと同時に、適宜各画人の作品を参照する。 
第1回八大山人～丁元公
第2回陳洪綬～兪俊
第3回張宏～鄒之麟
第4回周容～程邃
第5回徐柏齢～鄒冰
第6回顧知～藍瑛
第7回藍涛～顧升
第8回董旭～張穆
第9回査士標～張遠
第10回沈紀～蕭雲従
第11回孫逸～程正揆
第12回呉偉業～王鑑
第13回王鐸戴～方大猷
第14回鄭梁～邵方
第15回趙嗣美～王武
第16回張画～惲寿平
第17回楊維聡～顧大申
第18回華胥～葉陶
第19回銭瑞徴～禹之鼎
第20回厳縄孫～王犖
第21回程功～王式
第22回呉豫杰～張奇
第23回高駿升～朱繍
第24回瞿潜～王原祁
第25回沈宗敬～蒋廷錫
第26回黄鼎～銭元昌
第27回鄒元斗～上官周
第28回まとめ

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。

 [教科書]
使用しない
『士禮居蔵書題跋記』をコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業時に適宜指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
期間内に関西で開催される中国書画の展覧会には可能な限り参観して、実際に絵画作品を観ながら
考える機会を持ちたいと思っています。のみならず、学生諸氏には、日本絵画、西洋絵画を問わず、
積極的に絵画の展覧会に足を運んでいただきたいと思います。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４６

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 広島大学　文学研究科 教授 市來　津由彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朱子学の語り方

 [授業の概要・目的]
　本講義では、朱子学がその思想・学説を表象する際の言語の使用法を問題化し検討する。
　精確に「説明す」ることを自明としてしまいがちな近代の学術、また概説等は、「朱子学」を語
る際に、「説明」に組み込むことが困難な部分をともすれば後景化してしまう。しかし中国の近世
思想文化は、朱子学のような学知的思想ですら、「説明」に回収されない実践訓練的にないし身体
知的に「わかる」ことをめざす要素を多く持つ。とすると、単なる近代の学知的説明ではなく、そ
うした領域をその主観に沿いつつ「説明」の射程に含むことができなければ、この「学」を説明し
たとは言えない。題目にいう「語り方」は、同義ではないが朱子学自身の課題でもあり、われわれ
の課題でもある。講義はそうした領域の所在を指摘しつつ、その扱いについて多面的に考察する。

 [到達目標]
　講義では、第一段階として、本講師なりの通常の「説明」としての朱子学概説を理解する。
　第二段階として、上記概要に述べた領域がみられる朱熹の表象について、資料に即しつつ理解す
る。またそういう要素を語るときの言葉の特質を、いわゆる陽明「心学」の言葉使いと対比するこ
とを試み、近代側からすると問題が複雑なことを理解する。
　第三段階として、朱熹の後学者が初伝から再伝、三伝に展開するにつれて、かかる領域の問題を
どう抱えていったかの概要を理解する。
　全体を通して、近代ゆえの「説明」的学知のあり方と、前近代中国の近世思想文化の学知のあり
方との同と異について、なにほどかでも考察することができるようになれば幸いである。

 [授業計画と内容]
第１回　　　全体案内／文化枠組としての士大夫文化
第２～４回　　　朱子学理解の基礎
第５～６回　　　朱子学の語り方の諸問題
第７～１０回　　　朱熹の「語り」の検討
第１１回　　　「心学」の言語
第１２～１４回　　　朱子学受容者における語りの生成（初伝～三伝）
第１５回　　　全体のまとめ
　受講生の専修、関心に配慮して、内容・進度等を適宜調整することがある。

 [履修要件]
特になし

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　講義各日一回以上、感想・質問アンケートを実施、翌日はじめに講師が応答する。これを平常点
評価にあてる（30％）。講義日日数の過半数日のアンケート回収ができた者を評価の対象とする。
欠席について特殊な事情がある者は、あらかじめ、もしくは講義初日に申し出ること。講義に関す
るレポート（70％）。「到達目標」の末尾段落に述べたことに応じた「考察」を期待する。

 [教科書]
　特に指定はしない。教室でプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
　授業中に適宜、参考文献を紹介する。あるいは履修者人数によっては必要に応じて配布する。「
到達目標」に述べた「第一段階」の概説としては、「朱熹―近世士大夫思想の定立者―」（湯浅邦
弘編『名言で読み解く中国の思想家』第十一章，ミネルヴァ書房, pp.247-273, 2012年8月）を使用予
定であるが、「朱子学（伊東貴之氏と共著、市來担当は北宋～元部分）」（『中国思想文化事典』
東京大学出版会, pp.377-386, 2001年7月）も可。どちらかを一読しておくと、理解は深くなるはずで
ある。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　中国哲学史専修の人も含め、講義の内容に関わる中国宋明代の歴史に疎いと自覚する人は、当該
時代の歴史概説にふれておいていただけると、かなりわかりやすくなる。また、授業時に紹介する
参考文献等を適宜、参照していただきたい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４７

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法

 [授業の概要・目的]
漢籍目録の作成要領を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
各種の漢籍目録（データベースを含む）の構造や内容を読み取る力をつけることにより、目的や用
途に応じて必要な漢籍をすぐに検索できるようになる。

 [授業計画と内容]
『漢籍目録──カードのとりかた』に基づき、目録法について解説する。 
１．漢籍の定義　（第1週）
２．カード作成の目的　（第2週）
３．書名　（第3週～第5週）
４．巻数　（第6週～第7週）
５．撰者　（第8週～第10週）
６．鈔刻（出版事項）（第11週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
 『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友書店）ISBN:ISBN:4-89281-106-8

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４８

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍分類法

 [授業の概要・目的]
四部分類法を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、近代国家の枠組みを超えた幅広い視点
を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説する。 
１．経部　（第1週～第4週）
２．史部　（第5週～第7週）
３．子部　（第8週～第10週）
４．集部　（第11週～第13週）
５．叢書部（第14週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート 
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学４９

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  道家的寓話の思想史的考察

 [授業の概要・目的]
道家的寓話の世界を散策し、東と西の処世訓を拾い集めながら哲学的思索を試みる。

 [到達目標]
東洋的思考のルーツを辿りながら、大学生活の知的活動がいかにあるべきかを問い直し、生き方、
考え方のパラダイムを古代人の叡智に学ぶことで、真の学問に目覚めた読書人としてキャンパスを
独り歩きできるようになる。

 [授業計画と内容]
　本授業は、『荘子』『淮南子』『神仙伝』『抱朴子』といった道家者流の典籍の思想寓話を読解
しながら東洋哲学の道を気ままに散策し、神（自然）とケダモノ（人間）が往来する界域に押し入
って哲学的探索を試みる。最初の２回の授業において、道家から道教への史的展開を概観し、３回
目から『荘子』『淮南子』『神仙伝』『抱朴子』を選読する（１冊で２回）。11回目以降は、方士、
道士の生き方に関する記述を類書から抜出し、15回目は、道家の生き方、考え方をめぐる自由討論
を行い、自己評価に関するレポート作成する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席もレポートもすべて自己採点方式によって自他認識力を問う）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習、復習のために、書庫内の奥深くに潜伏する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５０

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  養生哲学談義

 [授業の概要・目的]
　天寿を全うする。若者がそのような価値観を抱くことはないだろう。むしろ捨てごまにならず、
パッと派手にやらかした後、忽焉と俗世から姿をくらましたいと思っているかもしれない。真に外
連味なく生きることができれば、それに越したことはない。だが、不本意であれ、生き長らえてい
くためには、理念的な意味づけが必要である。
　現代社会は、パンデミックを克服するための社会環境を完備させ、延命のための医療を著しく進
歩させた。だが、間違いだらけの伝統医療に頼ってきた古代人よりもずっと幸福であると実感し、
生を養うすぐれた知恵を持っていると自負できるであろうか。10代からすでに目先の時間に追いま
くられ、不健康で悩ましい日々を余儀なくされている。平均寿命世界一の健康大国なんてお題目は
くそ食らえである。生命の大切さを強調するわりに、長寿を第一義とし、生き長らえることに能動
的になれないのは、そのような方向での人生哲学が欠如しているからである。
　老子は、天寿を全うすることに人生最大の価値を見出し、中国哲学の中心的命題に延命益寿を据
えた。その「生の哲学」は、彭祖に受け継がれて養生思想が流行し、様々な長寿達成、健康増進の
技法が考案された。その長生術、養生法は、中世、近世に広く浸透し、中国文化を特色づける一大
要素になっている。
　今日において、長寿のサイエンスはまだ実現していない。天寿＝有限の生命という自然の摂理に
挑む人生哲学があってもいい。そこで、先秦から近世に至る養生書を選読して、長生、養生をめぐ
る哲学談義を繰り広げたい。

 [到達目標]
　古都の廃墟に佇み、絶望と頽廃に絡まれながらニヒリズムやエクスタシーに刹那的な享楽を見出
している若者が、生を養う古代人の叡智に触れ、学問至上主義の誤謬に気づき、生命の尊厳を回復
させて、点取りゲームの地下牢から脱獄し、明るく生き抜ける未来を創り出すことができるように
なる。

 [授業計画と内容]
第1-3講で近年の出土簡帛を手がかりに先秦の養生文化、彭祖の秘術を概観した後に、第4-15講にお
いて、近世、近代の主要な養生書（『東坡養生集』・朱権『活人心』・高濂『遵生八牋』・竹中通
庵『古今養生録』・白隠『夜船閑話』・伊藤重『養生哲学』等）を選んで科学思想史的アプローチ
によって読み味わい（2回で1冊を選読の予定）、そこから健康と長寿に関する処世の理念や技法を
汲み出す。

 [履修要件]
特になし

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（究極の実践課題は天寿を全うすることにあるが、授業期間内においてはその脳内鍛練、心
身修養を重視する）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習として、学び得た技法の実践を試みる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５１

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『大乗四論玄義』と『大乗玄論』の感応思想（1）

 [授業の概要・目的]
「感応」は経験的世界に住む我々が，時間空間を超えた神や仏や霊と関係する際の関係のあり方や
根拠についての中国特有の理論であり，仏教でも重要な主題として扱われた。本授業では，感応の
思想を仏教の立場から整理した書物として，六朝末～隋唐初頃に編纂されたと見られる慧均『大乗
四論玄論』巻六「感応義」を取り上げ，その精読を主眼とする。読解を深めるための補助資料とし
て，隋の吉藏の『大乗玄論』巻五「教迹義」と梁の智蔵『感応義』（佚文）もあわせて参照する。
また，仏教以外の書物に書かれた関連内容も適宜紹介する。これらの読解を通じて，中国中世仏教
の在家信者や僧は，自らは仏や菩薩のような存在とどのように関係を持ち得るのか，仏や菩薩がこ
の世に応現することがあるならば，それはどのような場合なのかに関する思想を知ることを目標と
する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点。写本・版本に関する基礎知識
２．仏教漢文の訓読法
３．六朝隋唐の仏教教理学と学派的特徴
４．中国仏教における感応──インド仏教との相違・中国思想史との関係
５．授業で読解する文献の中国仏教史全体における位置づけ
６．授業で読解する文献の言語学的な特徴（語彙と語法）

 [授業計画と内容]
以下の点について具体的に検討を進める。
・大蔵経の基礎知識（大蔵経史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経使用上の注意点
・慧均『大乗四論玄義』の構成・研究史・現時点での問題点
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（授業の大半を精読に充てる）
・吉藏『大乗玄論』巻五「教迹義」と智蔵『感応義』の関連部分の読解
・上記文献から知られる感応思想の特徴・問題・言語的特徴

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５２

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『大乗四論玄義』と『大乗玄論』の感応思想（2）

 [授業の概要・目的]
「感応」は経験的世界に住む我々が，時間空間を超えた神や仏や霊と関係する際の関係のあり方や
根拠についての中国特有の理論であり，仏教でも重要な主題として扱われた。本授業では，感応の
思想を仏教の立場から整理した書物として，六朝末～隋唐初頃に編纂されたと見られる慧均『大乗
四論玄論』巻六「感応義」を取り上げ，その精読を主眼とする。読解を深めるための補助資料とし
て，隋の吉藏の『大乗玄論』巻五「教迹義」と梁の智蔵『感応義』（佚文）もあわせて参照する。
また，仏教以外の書物に書かれた関連内容も適宜紹介する。これらの読解を通じて，中国中世仏教
の在家信者や僧は，自らは仏や菩薩のような存在とどのように関係を持ち得るのか，仏や菩薩がこ
の世に応現することがあるならば，それはどのような場合なのかに関する思想を知ることを目標と
する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点。写本・版本に関する基礎知識
２．仏教漢文の訓読法
３．六朝隋唐の仏教教理学と学派的特徴
４．中国仏教における感応──インド仏教との相違・中国思想史との関係
５．授業で読解する文献の中国仏教史全体における位置づけ
６．授業で読解する文献の言語学的な特徴（語彙と語法）

 [授業計画と内容]
以下の点について具体的に検討を進める。
・大蔵経の基礎知識（大蔵経史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経使用上の注意点
・慧均『大乗四論玄義』の構成・研究史・現時点での問題点
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（授業の大半を精読に充てる）
・吉藏『大乗玄論』巻五「教迹義」と智蔵『感応義』の関連部分の読解
・上記文献から知られる感応思想の特徴・問題・言語的特徴

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５３

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『国朝文録』精読

 [授業の概要・目的]
古典文献の講読を通して、漢文読解力を養うと共に、中国文化への理解を深める。

 [到達目標]
漢文を正確に読めるようになる。

 [授業計画と内容]
姚椿『国朝文録』を精読する。授業は、各文章毎に、学生諸氏に訳注を準備してもらい、授業時に
参加者全員で内容等について議論検討する、という形式を取る。出典に確実に当たることを重視し、
本文の文章や語句などすべての典拠、用例について、もとの書物（紙で出来た書物）を調べる作業
を重視する。昨年度に続き「序」の部分を読む予定。
1　左伝経世序 
2　方輿紀要序 
3　彭躬菴文集序 
4　論世堂文集序 
5　竹＜土＋宅＞文類序 
6　殉節録序 
7　許士重詩序 
8　四此堂摘鈔序 
9　書金谿兩烈婦紀略序 
10　繹志自敍篇 
11　同上 
12　同上 
13　同上 
14　同上 
15　同上 
16　鈍翁類稿序 
17　陳允倩詩集序 
18　読陳后山集 
19　同上 
20　同上 
21　布衣文選序 
22　春秋通論序 
23　読大誥 
24　読王風 
25　読斉風 
26　読周官 
27　読儀禮 
28　読孟

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（漢文読解、典拠の調査等を総合的に判断する。訳注作成ならびに毎時間の発表が
１００%。）

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
綿密な下調べが必要です。

（その他（オフィスアワー等））
典拠、用例については紙のテキストに必ず当たるという作業を重視するので、参加者には毎時間、
相当程度の時間にわたる予習が要求される。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５４

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
昨年度の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代
を研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論
が進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附され
ている。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うととも
に、『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによ
って、経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照すること
によって、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につけ
る。
第1回～第15回　『春秋左伝正義』の輪読
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５５

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
前期の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代を
研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論が
進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附されて
いる。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うとともに、
『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによって、
経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照することによっ
て、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につける。
第1回～第15回　『春秋左伝正義』の輪読
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５６

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  清代論学書簡会読

 [授業の概要・目的]
　現代の漢学研究においては多様な方法論が提唱されているが、そのうちの重要なひとつとして、
清代学術に淵源を持つ方法がある。清儒の漢学研究については多くの研究蓄積があるものの、それ
ら先行研究を咀嚼して清儒の方法に迫るという道以外に、清儒たちの声そのものに耳を傾ける必要
があることは言うまでもない。
　とりわけ学者同士が交わして学術を論じた書簡は、彼らの肉声を伝えるものであり、我々が方法
論を考察する上で、多くの手がかりを与えてくれる。彼らの学術活動の成果である学術著作とは別
に、論学書簡は、そういった成果が生み出される原動力や背景、彼らが考えていたさまざまな問題
点、そして生み出された成果に対する他者の批判やそれに対する反応など、多岐にわたる内容を伝
えるものである。
　単に清朝学術を研究する資料として書簡をとらえるのみではなく、それらの読解を通じて、我々
現代人が中国古典といかに向き合うべきかという問いを問うこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・清朝の学者の書簡を正確に読み解き、自然な日本語に翻訳する。
・書簡において触れられている学術的な内容を詳しく検討する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
以下の論学書簡について、訳注稿を作成する。 
・第１回　ガイダンス 
・第２回～４回　章學誠「與呉胥石簡」（《文史通義新編新注》） 
・第５回～７回　章學誠「上曉徴學士書」（《文史通義新編新注》） 
・第８回～１０回　章學誠「與邵二雲論學」（《文史通義新編新注》） 
・第１１回～１３回　章學誠「與朱滄｛さんずいに眉｝中翰論學書」（《文史通義新編新注》） 
・第１４回～１５回　章學誠「答沈楓｛土犀｝論學」（《文史通義新編新注》）

 [履修要件]
・概説書程度の現代中国語を読んで理解できること。
・現代中国語の正しい発音ができること。
・正しい日本語を書くことができること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。平常点は出席状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
毎回の授業に、以下に指定する工具書のうち、いずれかを携帯することを求める。 
『新華字典』『古代漢語詞典』『辞源（修訂本）』（いずれも商務印書館）、もしくは『王力古漢
語字典』（中華書局）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に工具書類を用いて文意を読み取っておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
後期に開講される「清代論学書簡会読」をあわせて受講することが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５７

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  清代論学書簡会読

 [授業の概要・目的]
　現代の漢学研究においては多様な方法論が提唱されているが、そのうちの重要なひとつとして、
清代学術に淵源を持つ方法がある。清儒の漢学研究については多くの研究蓄積があるものの、それ
ら先行研究を咀嚼して清儒の方法に迫るという道以外に、清儒たちの声そのものに耳を傾ける必要
があることは言うまでもない。
　とりわけ学者同士が交わして学術を論じた書簡は、彼らの肉声を伝えるものであり、我々が方法
論を考察する上で、多くの手がかりを与えてくれる。彼らの学術活動の成果である学術著作とは別
に、論学書簡は、そういった成果が生み出される原動力や背景、彼らが考えていたさまざまな問題
点、そして生み出された成果に対する他者の批判やそれに対する反応など、多岐にわたる内容を伝
えるものである。
　単に清朝学術を研究する資料として書簡をとらえるのみではなく、それらの読解を通じて、我々
現代人が中国古典といかに向き合うべきかという問いを問うこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・清朝の学者の書簡を正確に読み解き、自然な日本語に翻訳する。
・書簡において触れられている学術的な内容を詳しく検討する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
以下の論学書簡について、訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～4回　錢大昕「致王念孫書」（《昭代經師手簡》）
・第5回～7回　段玉裁「致王念孫書」（《昭代經師手簡》）
・第8回～10回　朱彬「致王念孫書」（《昭代經師手簡》）
・第11回～1２回　孔廣森「致王念孫書」（《昭代經師手簡》）
・第13回～14回　孫星衍「致王引之書」（《昭代經師手簡》）
・第15回　阮元「致王引之書」（《昭代經師手簡》）

 [履修要件]
・概説書程度の現代中国語を読んで理解できること。
・現代中国語の正しい発音ができること。
・正しい日本語を書くことができること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。平常点は出席状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
毎回の授業に、以下に指定する工具書のうち、いずれかを携帯することを求める。 
『新華字典』『古代漢語詞典』『辞源（修訂本）』（いずれも商務印書館）、もしくは『王力古漢
語字典』（中華書局）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に工具書類を用いて文意を読み取っておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
前期に開講される「清代論学書簡会読」をあわせて受講することが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５８

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

 [授業の概要・目的]
　朝鮮の朱子学者韓元震（1682～1751）の主著『朱子言論同異攷』を読む。同書は「理気」「理」
「陰陽」「五行」「天地」等の項目ごとに朱熹の言論の異同を指摘し、その早晩の鑑別や「定論」
の判定を企図したものである。授業は輪読形式で行い、担当者が作成した訳注原稿を受講者全員で
検討する。受講者には各自、同書所引の朱熹語の原典に当たり、異同の持つ意味を整理した上で、
韓元震の所論の是非を批判的に検証することを要求する。
　テキストはソウル大学校奎章閣蔵『朱子言論同異攷』を使用する（プリント配布）。

 [到達目標]
　テキストの精読を通して朱子学に対する理解を深め、朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得るこ
とに加え、朝鮮学諸資料の利用方法を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
○第1回　資料解説、関連資料紹介、担当者の割り振り。
○第2回～第15回　資料講読。　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席情況と平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異
攷』所引の朱熹語の原典にあたること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学５９

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

 [授業の概要・目的]
　朝鮮の朱子学者韓元震（1682～1751）の主著『朱子言論同異攷』を読む。同書は「理気」「理」
「陰陽」「五行」「天地」等の項目ごとに朱熹の言論の異同を指摘し、その早晩の鑑別や「定論」
の判定を企図したものである。授業は輪読形式で行い、担当者が作成した訳注原稿を受講者全員で
検討する。受講者には各自、同書所引の朱熹語の原典に当たり、異同の持つ意味を整理した上で、
韓元震の所論の是非を批判的に検証することを要求する。
　テキストはソウル大学校奎章閣蔵『朱子言論同異攷』を使用する（プリント配布）。

 [到達目標]
　テキストの精読を通して朱子学に対する理解を深め、朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得るこ
とに加え、朝鮮学諸資料の利用方法を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
○第1回　資料解説、関連資料紹介、担当者の割り振り。
○第2回～第15回　資料講読。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席情況と平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異
攷』所引の朱熹語の原典にあたること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６０

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ジャイナ教の認識論

 [授業の概要・目的]
インド８世紀のジャイナ教の思想家アカランカは、彼に先行するバルトリハリ（文法学派）、ダル
マキールティ（仏教論理学派）、クマーリラ（ミーマーンサー学派）などインド古典期の他学派の
大思想家によって発展させられた認識論・論理学を批判的に考察することによって、ジャイナ教に
おける認識論・論理学の体系を新たに作り上げた。本講義では、アカランカの著作のひとつである
『シッディ・ヴィニシュチャヤ（定説の決定）』を、そこに展開される彼の批判の論点を確認しな
がら、読み進め、彼のジャイナ教認識論の特徴を理解することを目指す。

 [到達目標]
インド古典期の認識論の展開について、インド思想史全体の流れの中で理解できるようになるとと
もに、認識論を構成する諸問題について、広い観点から考えることができるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション:　ジャイナ教認識論についての基本的な参考文献などを紹介し、授業
の進め方を説明する。 
第２回～第14回　アカランカ作『シッディ・ヴィニシュチャヤ』の第1章「知覚認識についての定
説章」、第２章「概念知についての定説章」、第３章「様々な認識機構について定説章」の読解を
通じて、認識論の諸問題―１）知覚と概念知、２）自己認識、３）意識の成り立ち、４）想起と再
認、５）一切知者性と言葉、などについて検討を進める。出席者にも毎回の準備・発表を要求する。
 
第15回　まとめ:　結論をまとめ、今後の課題や問題点について提示する。

 [履修要件]
サンスクリットが読める者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
Akalanka 『Siddhiviniścaya with Skt. comm. Siddhiviniscaya-vivarana of Anantavirya』（Varanasi 1959）
（ed. by Mahendra Kumar, 2 vols.）
必要なテキスト本文、参考資料テキストなどについては、プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中心テキストである『 シッディ・ヴィニシュチャヤ』の予習復習、また他の資料文献（たとえばダ
ルマキールティの諸論書など）の予習・復習が必要。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６１

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 横地　優子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  ヒンドゥー神話研究

 [授業の概要・目的]
プラーナとよばれる文献群は中世ヒンドゥー教神話研究にとっては最も重要な資料である。その中
で、5～6世紀に成立したスカンダプラーナは、シヴァ神話をまとめて語る最古の作品として、また
叙事詩・プラーナ文献では最古の写本が現存している作品として非常に重要である。にもかかわら
ず、この作品は近年になってようやく出版され、現在新しい校訂版の出版と研究が継続中である。
本講義では、その継続中の校訂研究プロジェクトから出版された最新巻（第2B巻と第3巻）からい
くつかの神話をとりあげ、その研究成果に基づき、先行する叙事詩文献中の同神話からの語りの変
化とその動機を検討すると同時に、関連する図像、寺院遺跡を参照することで、神話の語りの背景
にある当時の宗教文化に迫ることを目指す。

 [到達目標]
中世ヒンドゥー神話について理解を深め、その文献学的研究方法について習得する。また、文献資
料と図像などの美術史資料、碑文・寺院遺跡などの考古・歴史資料を総合した、インド中世宗教文
化の研究法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1～2回　スカンダプラーナ概論
　スカンダプラーナのプラーナ文献中での位置づけ、成立年代、写本伝承の問題、内容・構成など
を概観する。
第3回「水牛の魔神を殺す女神（マヒシャースラマルディニー）」の図像と神話
　スカンダプラーナの成立年代の決定に関連して、この女神の図像変遷・地域差と神話の語りの関
係について検討する。
第4～6回　ティローッタマー神話、4面のリンガ、マンダレーシュヴァラ
　マハーバーラタ中のティローッタマー神話の語りとスカンダプラーナ中の同神話の語りを比較す
る。同神話に含まれる4面のリンガの縁起譚について、4面リンガの図像規定、実際の作例とともに
検討する。またスカンダプラーナの語りにおいて同神話の出来事が起こったとされるマンダレーシ
ュワラと、ムンデーシュワリー寺院遺跡との同定に関して、同地で発見された碑文と現在の遺跡の
状況をもとに考察する。
第7～9回　聖地ゴーカルナ、インドラのヴリトラ殺し、リンガの出現
　スカンダプラーナ中の聖地ゴーカルナの縁起譚に含まれるインドラのヴリトラ殺しの語りを、そ
の原型となるマハーバーラタ中の語りと比較する。複数のゴーカルナの伝承とそれらの同定問題を
検討する。また同縁起譚と、関連すると思われる「リンガ出現」神話の構造を比較し、両者の関係
を考察する。
第10～15回　スケーシャ神話、祖霊と神、地獄
　スカンダプラーナのスケーシャ神話と、その原型と思われるマハーバーラタ中のジャラットカー
ル神話を比較する。スケーシャ神話サイクル（地獄神話サイクル）中の祖霊と神の関係に関する挿
話とこのサイクルに関連する7人のバラモンの転生譚について、ハリヴァンシャの祖霊品(Pitrikalpa)
中の対応個所と比較し、祖霊信仰について検討する。また、同神話サイクル中の地獄の描写に関し
て、他の仏教・ヒンドゥー教文献における地獄と比較考察する。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
講義の一部でサンスクリット文献の講読も行うが、対応箇所の翻訳またはシノプシスをできる限り
配布するので、サンスクリット未履修者でも履修できる。その場合、講読の際の翻訳担当を行わな
い代わりに、特に積極的な授業中の発言を期待する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（講読の際の翻訳と授業内での発言：40%）とレポート（60%)で評価する。

 [教科書]
必要資料は授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Yokochi, Yuko 『The Skandapurana, Volume III: The Vindhyavasini Cycle』（Egbert Gorsten & Brill）
ISBN:9789004250727
Hans Bakker, Peter Bisschop & Yuko Yokochi 『The Skandapurana Volume IIB: The Vahana and Naraka 
Cycles』（Brill）ISBN:9789004277137
Bakker, Hans 『The World of the Skandapurana』（Brill）ISBN:9789004270091

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の講義の関連文献資料や関連論文は数回前に配布するので、あらかじめ読んでおくことが望ま
しい。特にサンスクリット文法履修者は、配布するサンスクリット文献資料を予習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６２

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  The Dhvanyaloka and Sanskrit Rhetorics

 [授業の概要・目的]
The aim of this class is to study the innovative theories of suggestion elaborated in the ninth century 
Dhvanyaloka of Anandavardhana and to determine their influence on Sanskrit aesthetics.

 [到達目標]
The goal is to read and analyze passages of the Dhvany#257loka of Anandavardhana, a ninth century 
rhetorician of Kashmir, to see how it influenced the development of Sanskrit aesthetics. This is achieved 
through a comparative study of applying differing systems of aesthetics to given poetic passages.

 [授業計画と内容]
Week 1: Introduction 
Week 2-6: Selected passages of the Dhvanyaloka defining the subtypes of suggestion
Week 7-11: The opponents view: ornamentation is enough
Week 12-16: A synthetic view

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class. Written essay on a selected topic to be completed by week 15.

 [教科書]
Handouts and electronic PDF files will be distributed in class.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Reading of articles, essays and translations that will be provided in class. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６３

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヴェーダ祭式文献研究

 [授業の概要・目的]
古代インドの宗教儀礼体系であるヴェーダ祭式には、大小さまざまな儀礼が含まれている。多くは、
基本的な祭式を共通要素あるいは枠組として、それらにさまざまな行為を組み合わせた、いわば祭
式の複合体である。授業では、ブラーフマナとシュラウタスートラを教材にして、基本的な祭式の
一つである新満月祭の導入部分を学ぶ。
 

 [到達目標]
特定の祭式行為に関する古いブラーフマナと新しいシュラウタスートラの記述を比較・検討するこ
とによって、ヴェーダ祭式文献の発達史とヴェーダ祭式の体系化に関する理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　ヴェーダ祭式と新満月祭について概説する。
第2回～第9回　『シャタパタ・ブラーフマナ』第１巻の冒頭部分を精読する。
第10回～第15回　シュラウタ・スートラの関係個所を検討する。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。評価に関しては出席を重視し、理解度と積極性を加味する。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６４

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダルマ文献研究

 [授業の概要・目的]
代表的な法典である『マヌ法典』を通して、ポスト・ヴェーダ期のバラモン社会の文化的および思
想的状況について考察する。

 [到達目標]
『マヌ法典』を精読することによって、ブラフマニズムからヒンドゥイズムへ移行しながら両者が
併存する状況を考察するとともに、インド文献文化の一翼を担うダルマ文献についての理解を深め
る。

 [授業計画と内容]
『マヌ法典』を読む。この法典は、ヴェーダ末期に相次いで成立した、特定のヴェーダ学派に所属
するダルマ・スートラのあとをうけて、ダルマの範囲と内容を改変（いくつかの点では一新）し、
より統一的で汎用性のあるダルマ・シャーストラとして作られた最初の文献である。
第1回　ダルマ・スートラからダルマ・シャーストラへの展開を概観する。
第2回～第14回　テキストにそって、この法典の内容を検討する。
第15回　検討箇所のまとめを行うとともに、この法典について総括を行う。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。評価に関しては出席を重視し、理解度と積極性を加味する。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６５

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目
サンスクリット古典文学における信仰と恋愛：『バーガヴァタ・プラーナ』ラーサ・リ
ーラー章を通して

 [授業の概要・目的]
７世紀前後に成立したとされる『バーガヴァタ・プラーナ』はプラーナ（古譚）文献の中でも特に
その文学的価値が評価されている。この授業ではその中でも『ラーサ・リーラーに関する５章』と
いわれ、最も有名な第１０巻２９章～３３章を取り扱う。この箇所ではクリシュナ神と牛飼い乙女
達の出会い、遊戯、別れが描かれ、感情的信愛(emotional bhakti)の発展を理解する上で不可欠な資
料となっている。また、この授業では１４世紀のシュリーダラ・スワーミーの注釈書を通して原典
の理解を試みる。この作業を通し、プラーナ文献に対する理解を深めると共に、注釈書の読み方に
ついて学ぶことを目的とする。

 [到達目標]
プラーナ文献、ヴィシュヌ教思想、サンスクリット古典文学に対する理解を深める。サンスクリッ
ト注釈書の読み方、使い方を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回　　　　　プラーナ文献、ヴィシュヌ教についての解説
第２～４回　　　第１０巻２９章「クリシュナ神と牛飼い乙女達の出会い」
第５～７回　　　第１０巻３０章「クリシュナ神との別離」
第８～１０回　　第１０巻３１章「牛飼い乙女達の歌」
第１１～１３回　第１０巻３２章「クリシュナ神との再会」
第１４～１５回　第１０巻３３章「クリシュナ神との遊戯」

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。

 [教科書]
J. L. Shastri ed. 1983. 『Bhagavata Purana of Krsna Dvaipayana Vyasa with Sanskrit Commentary 
Bhavarthabodhini of Sridhara Svamin』（Motital Banarsidass）

 [参考書等]
  （参考書）
Graham M. Schweig. 2005. 『Dance of Divine Love: India's Classic Sacred Love Story: The Rasa Lila of 
Krishna』（Princeton University Press）ISBN:0691114463
Edwin Bryant trans. 2004. 『Krishna: the Beautiful Legend of God: (Srimad Bhagavata Purana Book X)』（
Penguin Classics ）ISBN:0140447997

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを輪読しながら詳しく検討していくので、毎回の予習が必要である。ただし、読解能力が
十分にない場合には、前半は復習に専念し、後半で授業での講読を担当することもできる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６６

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
大学院文学研究科 准教授 堂山　英次郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『リグヴェーダ』研究

 [授業の概要・目的]
ヴェーダ語最古の文献『リグヴェーダ・サンヒター』を読む。古代インド思想の源泉であり，かつ
印欧語比較言語学の発展を担ったこの文献の読解を通じて，初期のインド思想を学ぶと同時に，ヴ
ェーダ語を歴史的変遷の中で理解する。

 [到達目標]
・古インド・アーリヤ人の社会や世界観について学び，一方で人類史における，また他方でインド
思想史におけるその意義を理解する。
・個々の語彙や文について，語源・音韻・アクセント・統辞法・韻律等を一通り説明できるように
なる。
・各種語彙・文法現象の歴史的背景を理解する。

 [授業計画と内容]
『リグヴェーダ』の中から数篇の讃歌を選んで講読する。授業は輪読形式で行い，受講者にはそれ
ぞれテキストを音読・翻訳するとともに，一語一語を文法的に分析・説明してもらう。大きく以下
のような内容上の単位を設け，それぞれのテーマに沿う形で進めるが，講読速度や出席者の理解度
により一部変更することもあり得る。

第1回　：イントロダクション
　授業の概要を説明し，テキスト・基本文献及び勉強方法について解説する。

第2～5回　　講読　１
　講読する中で，語形，統辞法，韻律，アクセントの一つ一つを再確認しながら，リグヴェーダの
言語的・内容的特徴をつかむ。

第6～10回　　講読　２
　講読する中で，語源・音韻変化など文法のより専門的な議論を通して，また内容の詳細な検討を
通して，リグヴェーダの歴史言語学的及びインド思想史的意義について考察する。

第11～15回　　講読　３
　これまでの文法及び内容についての理解と問題意識に基づき，講読箇所に対する出席者の積極的
な問題提起や活発な議論を促す。

 [履修要件]
受講者はサンスクリット語の基礎知識を有すること。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。文法の各チェック項目を中心に，予習・復習の程度，授業の理解度，発言の内容に
よって総合的に判断する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回講読予定の箇所について，予め辞書や文法書を用いて語義や文法事項を調べ，日本語訳をつく
ってくること。予習が無理または不十分な場合も授業に参加し，復習に多くの時間を当てることが
望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６７

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　　
人文・社会系研究科 教授 高橋　孝信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  タミル古典文学

 [授業の概要・目的]
インドアーリヤ系のサンスクリット語とドラヴィダ系のタミル語との2語は、インドの古典語とさ
れる。そのうち、本授業ではタミル古典（紀元後1～5世紀）全般に渡って講義する。タミル古典は、
インド諸文学のうちで唯一サンスクリット文学の影響を受けていないという点で、非常に貴重であ
る。
本授業では、まずドラヴィダ主要文学史とタミル文学史の概要を説明し、ついでタミル古典である
サンガム文学（1～3世紀）、その規範書と言われる文法学・詩学の書、二大叙事詩（5～6世紀）な
どと説き進める。本授業によって、学生はタミル文学の特徴のみならず、サンスクリット文学を別
の視点から見ることによってその特色・特異性を理解できるであろう。

 [到達目標]
これまで、わが国ではインド文学と言えばサンスクリット文学（後代のヒンディー・ウルドゥー・
ベンガリー文学が含まれる場合もある）を指していた。そのため、サンスクリットで説かれるイン
ドをインドであると理解しているほどである。
本授業では、インド文化をより広い観点から理解できるようにすることが主眼である。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画にしたがって講義を進める。ただし講義の進みぐあいによっては、順序や同一
テーマの回数を変えることがある。
 第1回 ドラヴィダ主要4語の文学史概要
 第2回 タミル文学史の流れ、タミル古典の特殊性
 第3～6回 サンガム文学
 第7～8回 古典文法書・詩論
 第9回 声の文化と文字の文化について
 第10～11回 タミル二大叙事詩：『シラッパディハーラム』と『マニメーハライ』
 第12～14回 箴言集などの「十八小品」について
 第15回 6世紀以降のバクティ作品について
 　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況を含めた平常点で評価する。ただし、理解度を知るための小レポートを課すこともある。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [教科書]
教科書は使用せず、毎回当方で用意したプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料のすべてに授業中に言及するわけではない。授業中の指示にしたがって、資料の残りの部
分を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６８

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 横地　優子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Sandhyakaranandin作『Ramacarita』

 [授業の概要・目的]
12世紀ベンガルにおいてサンディヤーカラ・ナンディンによってつくられた長編詩『ラーマチャリ
タ（ラーマの勲し）』は、12世紀のパーラ朝の王ラーマパーラの勲しと『ラーマーヤナ』の主人公
ラーマの勲しを同時に語る、シュレーシャ・カーヴィヤ（二重義の詩）と呼ばれるジャンルの初期
作品の一つである。4章からなる、長編詩としては比較的短い作品であるが、註釈は第2章の終わり
近くまでしかなく、かつ原作と註釈の現存する写本が一本のみであり、テキストにも解釈にもまだ
問題が多い。この授業では、パーラ期の碑文なども参照してできるだけ正確にこの作品を解読する
ことを目指すとともに、本作品の講読を通してシュレーシャ・カーヴィヤという非常に特殊な、サ
ンスクリット文学固有と思われる詩のジャンルの性格を考察する。

 [到達目標]
サンスクリット詩およびその註釈の読解能力を身につけることができる。また二重義という詩の技
巧に関する理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回　作品、作品の歴史的背景となるパーラ朝、シュレーシャ・カーヴィヤに関する最近の研究
について概観する。
第2～14回　作品の講読。特に注釈が残されている第1章と第2章を中心とする。
第15回　総括。二重義がどのように用いられ、どのような効果をあげているかを考察する。

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（授業中の翻訳担当と発言）

 [教科書]
Sastri, Haraprasad (ed.) 『Ramacaritam of Sandhyakaranandin』（Asiatic Society）（授業前または初回
に履修登録者者にはコピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
Brocquet, Sylvan 『La geste de Rama: poeme a double sens de Sandhyakaranandin』（Institut Francais de 
Pondichery, Ecole Francaise d'Extreme-Orient）ISBN:9788184701746, 9782855396767（Collection 
Indololgie-110）

 [授業外学習（予習・復習）等]
輪読方式で講読するので予習が必須であるが、十分に準備できなかった場合にも、授業に出席して
復習をきちんと行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学６９

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Amitagati作『Dharmapariksa（信仰についての考察）』

 [授業の概要・目的]
ジャイナ教においては、『ダルマパリークシャー（信仰についての考察）』というタイトルをもつ
文献が、10世紀以降18世紀に至るまで数多く作り出されている。それらは、ヒンドゥー教の神話や
信仰の形態を風刺的に描き、そうすることでジャイナ教の思想を顕揚しようとするものである。中
でもアミタガティ作のものはサンスクリットで書かれたもので、1014年に完成している。このテキ
ストの読解を通じて、当時のジャイナ教の状況を知るとともに、ジャイナ教に見られる風刺の精神
について理解を深めることを目的とする。  

 [到達目標]
「風刺」という文学的な技法によって作られた宗教文献を理解するための基礎的能力と知識を身に
つけることができる。また、11世紀頃のインド人が、自分の信仰や他者の信仰をどのように見てい
たかを学ぶことができる。

 [授業計画と内容]
アミタガティ作の『ダルマパリークシャー』は、21章1945詩節からなる。これを冒頭から読み進め
る。この作品に先行して、ハリシェーナ作のアパブランシャ語の『ダンマパリッカー』がある。ま
た、主題を同じくするハリバドラ作『ドゥールタークヒャーナ』（８世紀）も知られている。詩節
間の関係については、先行研究によって明らかにされているが、この点についても検討しながら読
解を進めることとする。毎回担当者を決めて読み進めることとするが、毎回かなりの準備が必要と
なる。 
　　第1回　イントロダクション：ジャイナ教文献について概観する。 
　　第2回～第14回　アミタガティ作『ダルマパリークシャー』を 精読する。 
　　第15回　まとめ：今後の課題と問題点の提示。切りのよいところまで読了できなかった場合、
この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
サンスクリットが読める者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
Amitagati 『Dharmapariksa』（Sholapur, 1978）（Sanskrit text edited by Pandita Balacandra Śastri, with 
Hindi translation）
テキスト資料についてはプリントを配布する。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Mironow N. 『Die Dharmapariksa des Amitagati, ein Beitrag zur Literatur- und Religionsgeschichte des 
indische Mittelalters』（Leipzig, 1903）
Haribhadra 『Dhurtakhyana』（Bombay, 1944.）（edited by A. N. Upadhye）
Harisena 『Dhammaparikkha』（Nagpur, 1990）（edited by Bhagacandra Jain）

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストについての予習と復習を求める。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７０

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  中世南アジアの恋愛詩：ジャヤデーヴァ著『ギータ・ゴーヴィンダ』を読む

 [授業の概要・目的]
１２世紀東インドの詩人ジャヤデーヴァによって書かれた『ギータ・ゴーヴィンダ』は牛飼いの乙
女ラーダーと牧童であるクリシュナ神との恋愛をテーマにしたサンスクリット詩である。この作品
は中世以降南アジア全域で広く愛読され、現在でも朗唱、絵画、演劇、舞踊などの様々な芸術分野
に影響を及ぼしている。また、この作品は７世紀頃から盛んになったクリシュナ信仰（バクティ）
の形成にも重要な役割を果たした。この授業では、原典読解を通して中世から近世にかけての南ア
ジアの文化、思想、芸術に対する理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
古典サンスクリット詩文の読解力を身につける。サンスクリット文学史における恋愛詩の位置づけ
を理解する。サンスクリット文学と芸術的パフォーマンスの関係について理解を深める。

 [授業計画と内容]
第１回　『ギータ・ゴーヴィンダ』成立の歴史的・社会的・思想史的背景解説
第２－１４回　『ギータ・ゴーヴィンダ』精読
第１５回　まとめ

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。

 [教科書]
Manghesh Ramakrishna Telang and Wasudev Laxman Sastri Pansikar ed. 1929. 『The Gita-Govinda of 
Jayadeva with the Commentaries Rasikapriya of King Kumbha and Rasamanjari of Mahamahopadhyaya 
Shankara Mishra』（Nirnaya Sagar Press）

 [参考書等]
  （参考書）
ジャヤデーヴァ他著、小倉泰・横地優子訳 『ヒンドゥー教の聖典二篇　ギータ・ゴーヴィンダ、デ
ーヴィー・マーハートミャ』（平凡社）ISBN:9784582806779

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを輪読しながら詳しく検討していくので、毎回の予習が必要である。ただし、読解能力が
十分にない場合には、前半は復習に専念し、後半で授業での講読を担当することもできる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７１

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名  未定

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７２

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヴァーツヤーヤナ作『ニヤーヤ・バーシャ』を読む

 [授業の概要・目的]
　３－４世紀頃に成立したされる『ニヤーヤ・スートラ（論証学綱要書）』に対する注解書『ニヤ
ーヤ・バーシャ（論証学綱要書の注解）』を読解する。本書の成立は４世紀頃で，作者はヴァーツ
ヤーヤナ（別名パクシラスヴァーミン）とされる。本書以前にも『ニヤーヤ・スートラ』に対する
注釈が存在した形跡があるものの，具体的な書名や著者名は不明であり，本書が現存する最古の注
釈書ということになる。
　本授業は，上記のテキストを冒頭から精読することを通して，ニヤーヤ学派がどのような思想体
系を有していたかを考察することを目的とする。具体的な内容としては，論証学（認識手段＝プラ
マーナ）の存在理由とその目的，論証学の主題あるいは対象，論証学（認識手段）と人間の行動の
関係，論証学（正しい認識手段）と輪廻・解脱などの宗教的問題との関係，ニヤーヤ学派が認める
認識手段の種類とそれぞれに対する定義といったトピックや問題を扱う。講読の際には必要に応じ
て，ウッディヨータカラによる『ニヤーヤ・ヴァールティカ（論証学綱要書の批判的注解）』（作）
やヴァーチャスパティミシュラによる復注『ニヤーヤ・ヴァールティカ・タートパルヤティーカー』
等の注釈書も随時参照する。
　また，論証学を初めて体系化したのはニヤーヤ学派であったが，『ニヤーヤ・スートラ』及び『
ニヤーヤ・バーシャ』に説かれる理論や思想は仏教の論師たちによって批判対象とされると同時に，
仏教認識論・論理学にも多大な影響を与えた。テキスト読解の際には，ディグナーガやダルマキー
ルティによって確立された仏教認識論・論理学の思想体系との比較も行いたい。

 [到達目標]
・サンスクリット語で書かれたテキストを正確に読解することができるようになる。 
・哲学文献の注釈書のスタイルや読み方を知り，それに精通する。
・テキスト上の問題点に気付き，それを的確に指摘し修正できるようになる。 
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。 
・テキストを読解する過程で遭遇した問題に対して適切に問いを設定し，立論と論証によりそれを
解決することができるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では上記の『ニヤーヤ・バーシャ』を第１篇第１章の冒頭から講読するが，すでに出版されて
いる校訂本を元に，適宜比較・校合・校訂を行いながら，批判的に精読する。 

第１～２回　　イントロダクション，ニヤーヤ学派の思想体系に関する概説 

第３～１４回　『ニヤーヤ・バーシャ』第１篇第１章の講読

第１５回　　　全体の総括

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリット語の文法的知識と基本的な読解能力を必要とする。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業への参加度，授業中の発言，授業での発表，テキスト読解の正確さ）100％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・講読するテキストを事前に指定しておくので，その回に読む箇所を事前に精読しておくこと。 
・テキスト上の問題点等について，指摘・質問できるよう準備しておくこと。 
・その回に読んだ箇所について再度読み直し，授業で議論された問題点等を再度確認しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業の前後に受け付けます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７３

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 文学研究科　学振研究員SPD 川村　悠人

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  パーニニ文法学入門

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、土着サンスクリット文法の主流をなしたパーニニ文法の基本構造を学ぶことであ
る。具体的には、以下の三点に授業の力点が置かれる。
　1. パーニニ文法の派生組織の学習　
　2. パーニニ文法学の意味分析法の学習
　3. 文法規則の解釈法の学習
パーニニ文法学は、サンスクリット語に携わる誰もが学ぶべき最重要の学問として極めて高い地位
を伝統的に与えられており、多くの古典サンスクリット文献がパーニニ文法を規範として著されて
いる。サンスクリット語とサンスクリット語文献には多種多様な形態・様態があり、文献読解の際
に土着の規範文法のみにとらわれる必要は全くないが、パーニニ文法の基本を学び理解することが
サンスクリット学者にとって重要であることに変わりはない。加えて、パーニニ文法が採用する方
法論の学習は、サンスクリット語以外の言語の研究者にも有益な情報と新たな視座を与えるであろ
う。

 [到達目標]
本授業の到達目標は以下の三点である。
・パーニニ文法の派生組織の基本を学び、理解することにより、名詞形と定動詞形の語
　形そのものに対する感覚がより鋭くなる。
・パーニニ文法学が採用する意味分析法の基本を学び、理解することにより、古典サン
　スクリット文献のより豊かな読みが可能となる。
・文法規則の伝統的解釈法の基本を学び、理解することにより、一定水準の規則解釈
　を自らの力で行えるようになる。

 [授業計画と内容]
［授業内容］
まず第1回目の授業において、パーニニ文法学の概要を解説し、これから学ぼうとする対象の全体
像を把握する。その後、パーニニ文法が名詞形の派生と定動詞形の派生を実現する方法を派生教本
文献『定説の月光』に基づいて学習する。その過程で、派生に関連する文法規則の解釈法と適用法、
パーニニ文法学の意味分析法、パーニニ文法派生組織の基本構造、これらを学び理解する機会が提
供される。さらに、派生の学習を一通り終えた後、特に用例が多く重要な名詞接辞の用法と定動詞
形の用法をパーニニの文法規則とともに学習する。前期授業では名詞形が、後期授業では定動詞形
が、それぞれ扱われる。

［前期授業計画］
第1回　パーニニ文法学概観
第2回　名詞語基と名詞接辞について
第3回　主格が担う意味と主格単数形・双数形・複数形の派生１
第4回　主格が担う意味と主格単数形・双数形・複数形の派生２
第5回　呼格が担う意味と呼格単数形・双数形・複数形の派生
第6回　対格が担う意味と対格単数形・双数形・複数形の派生

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

第7回　語幹（anga）について
第8回　具格が担う意味と具格単数形・双数形・複数形の派生
第9回　与格が担う意味と与格単数形・双数形・複数形の派生
第10回　奪格が担う意味と奪格単数形・双数形・複数形の派生
第11回　属格が担う意味と属格単数形・双数形・複数形の派生
第12回　所格が担う意味と所格単数形・双数形・複数形の派生
第13回　名詞接辞の用法１
第14回　名詞接辞の用法２

［後期授業計画］
第1回　動詞語基と定動詞接辞について
第2回　現在形の意味と派生１
第3回　現在形の意味と派生２
第4回　完了形の意味と派生
第5回　単純未来形の意味と派生
第6回　複合未来形の意味と派生
第7回　命令法の意味と派生
第8回　直説法過去形の意味と派生
第9回　願望法の意味と派生
第10回　条件法の意味と派生
第11回　アオリスト形の意味と派生
第12回　動詞前接辞について
第13回　定動詞形の用法１
第14回　定動詞形の用法２
第15回　期末試験と学習到達度の評価
第16回　フィードバック

 [履修要件]
サンスクリット語への習熟度は問わない。土着のサンスクリット文法学、パーニニ文法学に興味関
心がある受講者を広く歓迎する。授業は基本的に日本語で行われるが、英語での議論・質疑応答に
も対応する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席（60点）、授業内容に関する積極的な復習・発言（20点）、年度末レポート試験（20
点）により評価する。ただし、四回以上授業を無断で欠席した場合、単位は認められない。特別な
理由で授業を欠席せざるを得ない場合は、担当教員への連絡が求められる。

 [教科書]
使用しない
学習用の資料は授業中に配布される。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

インド古典学(演習)(3)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(3)

関連する参考文献は授業内容に合わせて適宜紹介される。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業へ向けた読解文献の予習は必要ない。時間が許す限りで授業内容の復習をすることが望まれる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７４

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所 研究員 山口　周子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  パーリ語入門

 [授業の概要・目的]
　パーリ語は、上座部仏教系の聖典書写に使用された主要言語であり、サンスクリット語、チベッ
ト語などと同様、インド古典学および仏教学の学習・研究を進めるうえで極めて有益な言語のひと
つである。
また、その音韻的特徴などを把握することで、古典サンスクリット語やヴェーダ語といった古代イ
ンド語に対する知識を深めることも期待できる。

　本講座では、前年度に引き続き、『ダンマ・パダ（法句経）』の解説書に収められたウデーナ王
の物語（Udenavatthu）を読む（今年度は、他言語で記された関連話についても紹介する予定）。輪
読形式の講読を行うため、予習をして授業に参加することが望まれる。なお、第２回から10回まで
は、授業の前半に文法などに関する講義を行う。

 [到達目標]
・今後の学習や研究に必要なパーリ語原典テキストを自力で読解できる程度の語彙力と読解力を身
につける。
・主に古典サンスクリット語との文法面、音韻面での比較を通じて、古代インド語に対する理解を
深める。

 [授業計画と内容]
第１回：パーリ語とは（言語的特徴などについて）
　　　　講読テキストのプリント配布および概説
　　　　名詞総説および名詞活用プリント配布
第２回：動詞総説　　　　　　　　講読①
第３回：動詞（現在）　　　　　　講読②
第４回：動詞（アオリスト）　　　講読③
第５回：動詞（未来）　　　　　　講読④
第６回：動詞（命令）　　　　　　講読⑤
第７回：動詞（願望・その他）　   　講読⑥
第８回：比較級・最上級　　名詞派生語　　　　　　　講読⑦
第９回：接頭辞　　　　　　　　　講読⑧
第10回：連続体（Gerund)　不定体（Infinitive）、他　　講読⑨
第11回：講読⑩
第12回：講読⑪
第13回：講読⑫
第14回：講読⑬
第15回：講読⑭

※第２回から第10回の間は、授業時間の前半を講義、後半を講読演習に充てる。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [履修要件]
中級程度のサンスクリット語読解力があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
Wilhelm Geiger 『A Pali Grammar』（The Pali Text Society）ISBN:0 86013 318 4
水野　弘元 『パーリ語文法』（山喜房佛書林）ISBN:4-7963-0010-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業では毎回テキスト講読を行うため、予習をして臨むことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７５

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルダマーガディー入門

 [授業の概要・目的]
現在もインド国内を中心に教団が存続しているジャイナ教の起源は、仏教の成立と同時代であり、
両教には類似点も多い。ジャイナ教白衣派の聖典で使用されるアルダマーガディー(Amg)は、プラ
ークリットの一つでありパーリ語とも類似性を持つ。文法説明の後で、Amgで書かれた散文テキス
トを読みながら、プラークリットの特徴になれる。

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことで、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつプラークリットの特徴を理解する。

 [授業計画と内容]
初回はアルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書の紹介を行い、Amgのテキストを伝承して
きたジャイナ教を簡潔に紹介する。二回目以降は、適宜パーリ語とサンスクリットとの対応も言及
しつつ、音韻変化、名詞の変化、動詞の活用を確認する。
一通りの文法解説の後に、教訓法話集である、白衣派聖典のNayadhammakahao 18章 SuMsumaを読
み進め、プラークリットになれる。この章は、出家者の摂食に関するテーマを扱っているので、適
宜、関連する他派の資料も参照する。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることは望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：出席、授業内での発言（和訳等含む）

 [教科書]
コピーを配布する。
渡辺研二　「アルダ・マーガディー語文法入門(1)--(3)」『ジャイナ教研究』第14-16号, 2008--2010.
F. van den Bossche. Refarence Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習は特に必要ないが、テキストを読むに中っては、事前に配布する語彙表を読み、文法事項を確
認しておいてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７６

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Academic writing in English  

 [授業の概要・目的]
The aim of this class is to practice writing academic essays in English.  

 [到達目標]
The course introduces common idioms popular in English academic writing. This is achieved by researching, 
outlining, composing, presenting, and then  correcting short essays or parts of ongoing work. 

 [授業計画と内容]
Weekly presentations and discussions of ongoing work (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Essay writing, attendance and participation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Two hours per week to prepare written essays.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７７

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名  未定

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７８

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 横地　優子
教授 文学研究科 赤松　明彦
教授 人文科学研究所 藤井　正人
特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
インド学・サンスクリット学の分野における論文作成の技術を基礎から学び、みずからテーマを選
んで資料を集め、分析し、その成果を発表する。さらに討論の場で議論し、批判を受けるという訓
練を重ねることで、本格的な論文を作成するためのノウハウを身につける。

 [到達目標]
インド学・サンスクリット学の分野における研究方法を学び、論文作成技術を身につけることがで
きる。

 [授業計画と内容]
学生各自が選んだテーマについて、毎回研究発表をおこなってもらい、議論・批判を通して論文の
作成方法について指導する（15週）。当該年度の卒論・修論・博論提出予定者にはそれぞれの論文
に関わるテーマやテキストに関する発表を行ってもらう。それ以外の学部生、院生はそれぞれの研
究課題について特定のテーマを選んで発表を行ってもいいし、また近年の重要論文についての研究
発表を行ってもよい。各学生には１～2回程度の発表の機会が与えられる。また、当該分野の短期
滞在中の研究者や教員が模範として発表を行うこともある。討論を通じて研究方法、論文作成方法
を学ぶことが主眼なので、討論の時間を十分にとるために各自の１回の発表は半時間程度におさめ
ることが望ましい。

 [履修要件]
原則的にインド古典学専修の学生であるが、インド学に関連する分野の研究を行っている他専修の
学生も履修可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表と討論への参加度により総合的に判断する）

 [教科書]
使用しない

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表内容について早めに計画をたてて、十分な準備をすること。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学の学部4年生以上の学生には必修。自分の発表をするだけでなく、他の発表を聞いて
積極的に討論に参加することを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学７９

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 横地　優子
教授 文学研究科 赤松　明彦
教授 人文科学研究所 藤井　正人

 未定

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
インド学・サンスクリット学の分野における論文作成の技術を基礎から学び、みずからテーマを選
んで資料を集め、分析し、その成果を発表する。さらに討論の場で議論し、批判を受けるという訓
練を重ねることで、本格的な論文を作成するためのノウハウを身につける。

 [到達目標]
インド学・サンスクリット学の分野における研究方法を学び、論文作成技術を身につけることがで
きる。

 [授業計画と内容]
学生各自が選んだテーマについて、毎回研究発表をおこなってもらい、議論・批判を通して論文の
作成方法について指導する（15週）。当該年度の卒論・修論・博論提出予定者にはそれぞれの論文
に関わるテーマやテキストに関する発表を行ってもらう。それ以外の学部生、院生はそれぞれの研
究課題について特定のテーマを選んで発表を行ってもいいし、また近年の重要論文についての研究
発表を行ってもよい。各学生には１～2回程度の発表の機会が与えられる。また、当該分野の短期
滞在中の研究者や教員が模範として発表を行うこともある。討論を通じて研究方法、論文作成方法
を学ぶことが主眼なので、討論の時間を十分にとるために各自の１回の発表は半時間程度におさめ
ることが望ましい。

 [履修要件]
原則的にインド古典学専修の学生であるが、インド学に関連する分野の研究を行っている他専修の
学生も履修可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表と討論への参加度により総合的に判断する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表内容について早めに計画をたてて、十分な準備をすること。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学の学部4年生以上の学生には必修。自分の発表をするだけでなく、他の発表を聞いて
積極的に討論に参加することを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８０

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 横地　優子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（古典サンスクリット）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット文法を既習した学生を対象とする初級演習。語彙集を備えたリーダーを使って、易
しい韻文・散文を読むことで文法知識を確実に身につけること、最終的に辞書を使いこなして自力
で原典が読めるようになることを目的とする。

 [到達目標]
サンスクリット文法をきちんと身につけて、テキストを読めるようになる。また、サンスクリット
の辞書が使えるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　これからテキストを読んでいくための基礎的知識とツール（文法書・辞書等）の説明、文
の基本構造の分析や複合語などのいくつかの文法項目の復習
第２～７回　教科書のうち、「ナラ王物語」から２章ほどを読む。
第８～１２回　「ヒトーパデーシャ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１３～１４回　「カターサリットサーガラ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１５回　定期試験
第１６回　フィードバック（方法は授業中に指示する）
毎回の進度は受講者の習熟度によるが、最初の数回は文法を確認しながらゆっくり読み、その後は
毎回１～２頁程度の進度で読み進める予定である。

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験によって評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R. 『A Sanskrit Reader』（Motilal Banarsidass）ISBN:978-81-208-1362-2（インド学研究室
にて購入できる。）

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。特に復習が大事であり、予習が十分できなかった場合も、授業に
出席して、復習をきちんと行うことが望ましい。またデーヴァナーガリ文字を学んでいないものは、
受講前に自習しておくこと（サンスクリットやヒンディーの文法書で自習することができる）。

（その他（オフィスアワー等））
この授業を履修する学生は、後期に開講される「サンスクリット初級演習（ヴェーダ語）」も履修
することが望ましい。どちらを先に履修してもかまわない。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８１

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（初期サンスクリット [ヴェーダ語]）   

 [授業の概要・目的]
サンスクリット基礎文法の既習者を対象とする初級演習。比較的簡単なヴェーダ散文を読みながら、
初期サンスクリット（ヴェーダ語）の文法と構文の基礎を習得する。

 [到達目標]
サンスクリットの文章を正確に分析する技法を学ぶことによって、どの時代の、どのジャンルのサ
ンスクリットにも対応できる読解力の基礎を身につける。

 [授業計画と内容]
サンスクリット基礎文法の知識である程度読むことのできる『シャタパタ・ブラーフマナ』を教材
にして、ヴェーダ散文の手ほどきを行う。そのあと、代表的な初期ウパニシャッドである『ブリハ
ッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』の一節ないし数節を精読する。教科書とともに、アクセン
トを伴った校訂本のプリント（授業時に配布）を用いて、語句・構文・アクセントなど、テキスト
のすべての要素を分析して読解する方法を学ぶ。辞書については、初めのうちは教科書の語彙集を
用いるが、徐々に本格的な辞書や語源辞典を使いこなすことを目指す。
第1回　アクセントの表記と機能について解説するとともに、テキスト読解に関する基本的な方法
について指示する。
第2回～第14回　テキストを精読する。
第15回　定期試験
第16回　フィードバック（方法は授業中に指示する）

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（５０％）と定期試験（５０％）により評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R.『A Sanskirt Reader』(Motilal Banarsidass) ISBN:978-81-208-1363-2 (インド学研究室にて
購入できる。)
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８２

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology.  

 [到達目標]
The aim is to read major works of German indology and to familiarize students with the stylistic features of 
German academic writing and German translation from Sanskrit.  

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialisation. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８３

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名  未定

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８４

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
Rolf A. Stein(1911-1999)によって書かれた 「La civilisation tibétaine」の様々な個所を講読する。本傑
作は、地理的、歴史的、社会的、文化的、宗教的、哲学的なあらゆる観点からのアプローチにより
チベットの文明を紹介しており、チベット語また中国語の原典、チベット渡航者による見聞録、そ
して現代研究に基づいて書かれている。授業では、特にチベットを偉大なインドと中国文明の交点
と考えることでチベットにおける仏教の伝承を中心に考察する。  

 [到達目標]
印度古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。 

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する） 。

 [教科書]
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳および英訳し、
発表する。 

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８５

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  インド古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
インド古典学・仏教学に関連するフランス語の文献を講読し、フランス語の文献の読解力をつける
とともに、サンスクリット学、インド哲学、仏教学についての基礎的な知識を身につけることを目
的とする。

 [到達目標]
インド古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
Colette Poggi(2012): Le Sanskrit souffle et lumière. Voyage au coeur de la langue sacrée de l'Inde を読む。
インドの古典語であるサンスクリットについて、文化的－社会的、文学的－言語的、宗教的－思想
的など様々な観点から、この本は概説しているので、毎回テーマごとに、適当な箇所を読むことに
する。

第１回　　　　イントロダクション：サンスクリット文献学入門
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Colette Poggi 『Le Sanskrit souffle et lumière』（Éditions Almora）ISBN:978-2-35118-090-7
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

（その他（オフィスアワー等））
積極的な発表が望まれる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８６

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジアにおいて発生した文化、哲学、宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー
教等）を理解する為に欠かせない言語である。また、インド・ヨーロッパ語族の一部として重要な
位置を占めるサンスクリット語を学ぶことは、西洋古典、言語学を学ぶ者にとっても有益である。 

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につける
ことによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。 

 [授業計画と内容]
文法事項の解説と練習問題による読解演習とを平行して授業を進める。扱う主な文法事項は： 

前期
サンスクリット語概論、音論・連声(第1-3週) 
名詞・形容詞曲用(母音語幹:第4-9週、子音語幹:第10-14週) 
複合語、代名詞、数詞(第15週) 

後期 
動詞現在活用(第1種活用:第16-18週、第2種活用:第19-22週) 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞(第22-28週) 
試験(第29週) 
フィードバック(第30週) 

*授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平素の成績(毎週の小テスト50点)と年度末筆記試験(50点)による。

 [教科書]
J.ゴンダ（鎧淳訳） 『サンスクリット語初等文法』（春秋社）ISBN:4393101081 

 [参考書等]
  （参考書）
上村 勝彦 『サンスクリット語・その形と心』（三省堂）ISBN:4385364656

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習:毎週授業で行う小テスト、読解練習問題に準備してくること。 
復習:授業で説明した文法事項を復習、暗記すること。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８７

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（４時間コース）(語学)
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 未定

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  Sanskrit Grammar 

 [授業の概要・目的]
An introduction to the Sanskrit language for beginners. This class aims to cover the basics of Sanskrit 
Grammar in two terms. Instruction will be in English.

 [到達目標]
The aim is to learn the basic skills of reading and interpreting elementary prose and verse in classical Sanskrit.
 This involves learning basic grammatical analysis.  

 [授業計画と内容]
We will focus on covering the material taught in E.D. Perry's "A Sanskrit Primer", reading all of the exercises 
and also practising basic translation into Sanskrit. Supplementary materials and exercises will be provided as 
necessary. 
Week 1: Introductory, alphabet and sounds 
Week 2-14: lessons 2-10 of Perry 
Week 15-16: revision 

Week 1-14: lessons 11-18 of Perry 
Week 15-16: revision

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance, participation, quizzes.

 [教科書]
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

 [参考書等]
  （参考書）
Arthur A. MacDonell 『A Sanskrit Grammar for Students』（OUP, 1971）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Homework involves preparing translations from Sanskrit into English and translations from English into 
Sanskrit. Weekly review of grammatical categories and memorization of vocabulary. The expected 
preparation time is approximately two to three hours per week.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８８

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（初級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語(初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。  

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。  

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】 
 　　 
 後期 
５. 中間試験のフィードバック【１週】 
６．文法と会話【７～8週】 
７．文法と絵本講読【４～５週】 
８．期末試験【１週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）と筆記試験（期末３０、年度末40）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス、ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8 （CDエクスプレ
ス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと ）

ヒンディー語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。  
 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学８９

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語（中級） 

 [授業の概要・目的]
この授業では、研究に必要なテキストを正確に理解できるよう、ヒンディー語の中級および上級文
法を導入し、読解力の向上を目指す。また、必要に応じ、映像・音声メディアも利用し読解力と相
関関係にある聴解力の向上も図る。

 [到達目標]
・長い文章を読んで理解し、内容を把握できるようになる。 
・簡単な説明文を聞いて理解することができる。 
・単文および簡単な複文使って、日常会話レベルより少し高度な自己表現ができるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。 

第 1 ～ 5週目：(アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話など) 
第 6 ～ 10週目：(短編：インド神話、新聞記事など) 
第12 ～ 15週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第16 ～ 20週目：(新聞記事、小話など) 
第21 ～ 25週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第26 ～ 30週目：(現代小説、概説書など） 

第16週目の後期からは、前期で使用した教材より内容的に高度なものを扱う予定である。なお、進
度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
・ヒンディー語初級文法を修了していること。 
・語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・授業への積極的な参加（40%） 
・期末試験（60%）

 [教科書]
授業中にコピーを配布

ヒンディー語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書引いて意味を調べ、内容把握をきちん
としておくこと。 
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９０

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパと瑜伽行派の思想

 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパは、その著作『了義未了
義善説心髄』の中で瑜伽行派の唯識思想を未了義に分類し論じている。本講義は、『了義未了義善
説心髄』を精読しながらツォンカパの瑜伽行派理解を検討し、ツォンカパの思想とインド仏教双方
の理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの瑜伽行派理解の検討を通じて、ツォンカパの思想と瑜伽行派の思想双方に対する理解
を深める。

 [授業計画と内容]
授業は『了義未了義善説心髄』「瑜伽行派章」を通読しながら進める。ツォンカパに関する研究は
チベット仏教の中では比較的進んでおり、授業で扱う「瑜伽行派章」にも既に和訳や英訳が存在す
るが、既存の研究を批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表担当者は、引
用されるインド原典ならびにその論師の思想も充分に把握しておくことが求められる。授業は、初
回に瑜伽行唯識学派の思想について概観し、二回目以降は、『了義未了義善説心髄』「瑜伽行派章」
を読み進めながら、必要に応じインド原典を引用箇所の前後も含めて平行して取り上げ、問題点の
解説ならびに議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の同特殊講義をあわ
せて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９１

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパと瑜伽行派の思想

 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパは、その著作『了義未了
義善説心髄』の中で瑜伽行派の唯識思想を未了義に分類し論じている。本講義は、『了義未了義善
説心髄』を精読しながらツォンカパの瑜伽行派理解を検討し、ツォンカパの思想とインド仏教双方
の理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの瑜伽行派理解の検討を通じて、ツォンカパの思想と瑜伽行派の思想双方に対する理解
を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、授業は『了義未了義善説心髄』「瑜伽行派章」を通読しながら進める。ツォンカ
パに関する研究はチベット仏教の中では比較的進んでおり、授業で扱う「瑜伽行派章」にも既に和
訳や英訳が存在するが、既存の研究を批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の
発表担当者は、引用されるインド原典ならびにその論師の思想も充分に把握しておくことが求めら
れる。授業は、『了義未了義善説心髄』「瑜伽行派章」を読み進めながら、必要に応じインド原典
を引用箇所の前後も含めて平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の同特殊講義を受講
していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９２

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『大乗四論玄義』と『大乗玄論』の感応思想（1）

 [授業の概要・目的]
「感応」は経験的世界に住む我々が，時間空間を超えた神や仏や霊と関係する際の関係のあり方や
根拠についての中国特有の理論であり，仏教でも重要な主題として扱われた。本授業では，感応の
思想を仏教の立場から整理した書物として，六朝末～隋唐初頃に編纂されたと見られる慧均『大乗
四論玄論』巻六「感応義」を取り上げ，その精読を主眼とする。読解を深めるための補助資料とし
て，隋の吉藏の『大乗玄論』巻五「教迹義」と梁の智蔵『感応義』（佚文）もあわせて参照する。
また，仏教以外の書物に書かれた関連内容も適宜紹介する。これらの読解を通じて，中国中世仏教
の在家信者や僧は，自らは仏や菩薩のような存在とどのように関係を持ち得るのか，仏や菩薩がこ
の世に応現することがあるならば，それはどのような場合なのかに関する思想を知ることを目標と
する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点。写本・版本に関する基礎知識
２．仏教漢文の訓読法
３．六朝隋唐の仏教教理学と学派的特徴
４．中国仏教における感応──インド仏教との相違・中国思想史との関係
５．授業で読解する文献の中国仏教史全体における位置づけ
６．授業で読解する文献の言語学的な特徴（語彙と語法）

 [授業計画と内容]
以下の点について具体的に検討を進める。
・大蔵経の基礎知識（大蔵経史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経使用上の注意点
・慧均『大乗四論玄義』の構成・研究史・現時点での問題点
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（授業の大半を精読に充てる）
・吉藏『大乗玄論』巻五「教迹義」と智蔵『感応義』の関連部分の読解
・上記文献から知られる感応思想の特徴・問題・言語的特徴

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９３

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『大乗四論玄義』と『大乗玄論』の感応思想（2）

 [授業の概要・目的]
「感応」は経験的世界に住む我々が，時間空間を超えた神や仏や霊と関係する際の関係のあり方や
根拠についての中国特有の理論であり，仏教でも重要な主題として扱われた。本授業では，感応の
思想を仏教の立場から整理した書物として，六朝末～隋唐初頃に編纂されたと見られる慧均『大乗
四論玄論』巻六「感応義」を取り上げ，その精読を主眼とする。読解を深めるための補助資料とし
て，隋の吉藏の『大乗玄論』巻五「教迹義」と梁の智蔵『感応義』（佚文）もあわせて参照する。
また，仏教以外の書物に書かれた関連内容も適宜紹介する。これらの読解を通じて，中国中世仏教
の在家信者や僧は，自らは仏や菩薩のような存在とどのように関係を持ち得るのか，仏や菩薩がこ
の世に応現することがあるならば，それはどのような場合なのかに関する思想を知ることを目標と
する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点。写本・版本に関する基礎知識
２．仏教漢文の訓読法
３．六朝隋唐の仏教教理学と学派的特徴
４．中国仏教における感応──インド仏教との相違・中国思想史との関係
５．授業で読解する文献の中国仏教史全体における位置づけ
６．授業で読解する文献の言語学的な特徴（語彙と語法）

 [授業計画と内容]
以下の点について具体的に検討を進める。
・大蔵経の基礎知識（大蔵経史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経使用上の注意点
・慧均『大乗四論玄義』の構成・研究史・現時点での問題点
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（授業の大半を精読に充てる）
・吉藏『大乗玄論』巻五「教迹義」と智蔵『感応義』の関連部分の読解
・上記文献から知られる感応思想の特徴・問題・言語的特徴

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９４

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学） 教授 室寺　義仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』「本地分」中「意地」における「死生」観の考察

 [授業の概要・目的]
　釈尊（ゴータマ・ブッダ）が説き示した真理内容は、「四諦」「五蘊」、そして「縁起」の各説
として今に伝わる。ブッダは覚醒体験を経た後、その自覚内容を言葉化したとき、有情／衆生の存
在の中核には「苦」があること（「苦諦」）を宣言した。この「苦」とは、およそ存在者一般を、
無常なる存在として刹那なる時間の内に、純然たる苦しみの集合体たる「五蘊」の流れから形成さ
れていると観て、老いて死する存在であるとともに、その誕生の始まりに死を観る苦しみでもある。
このような意味での仏教的死生観を、インド仏教におけるヨーガーチャーラたちの所説を伝える『
瑜伽師地論』のサンスクリット原典テキストを精読することを通じて考察する。

 [到達目標]
サンクリット・原典テキストの文献学的分析手法を習得すること。

 [授業計画と内容]
　基本的に下記の項目内容に沿った形で、まず「死生」についての所説の概要を講義し、次いで講
読対象テキストの精読へと進む。
　1. パーリ・ニカーヤに伝わる死生説、北伝のアビダルマ諸論書に伝わる死生説についての概説（
2回の授業予定）
　2. 『瑜伽師地論』についての概説（1回の授業予定）
　3. 『瑜伽師地論』「本地分」の中、「意地」における「死生」説を、ドクトラント（課程博士候
補生）の諸君が作成した、サンスクリットテキストのワーキングエディションを用いて、精読する。

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原典
テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に臨
むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９５

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学） 教授 室寺　義仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』「本地分」中「意地」における「死生」観の考察（続き）

 [授業の概要・目的]
　前期授業の内容をさらに深く吟味しつつ、テキストの精読を通じて思索を深めて行くことを目的
とする。

 [到達目標]
サンクリット・原典テキストの文献学的分析手法を習得すること。

 [授業計画と内容]
　ドクトラント（課程博士候補生）の諸君が作成したサンスクリットテキストのワーキングエディ
ションを用いて、文献学的考察を遂行する。（前期授業内容の継続）

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原
典テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に
臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９６

授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態   

使用
言語   英語 

題目 チベット仏教の宗派 ― 歴史と文献 / Buddhist Schools in Tibet: History and Texts

 [授業の概要・目的]
In this class, we will study the history, doctrines and practices of the main schools of Tibetan Buddhism. To 
do so, we will focus on a particular genre of Tibetan texts, belonging in a sense to "oral literature:" the 
literature of "oral instructions" (expressed with variants expressions such as gdams ngag, man ngag, zhal 
gdams, zhal lung, etc.). These are the treasured words of a revered teacher passed down to his close students, 
and his legacy for the future generations.
This genre offers a privileged perspective for two reasons: (1) In Tibet, Buddhist "schools" (chos lugs) 
appeared around the transmitters of various Indian "contemplative lineages" (sgrub brgyud), the core of 
which is precisely encapsulated in the gdams ngag literature; (2) This genre integrates both the dimensions of 
analytical and contemplative insight, thus shedding light on the very nature of Buddhist philosophy in Tibet.
We will study texts in their contexts: starting with an overview of the historical background, we will read 
selected Tibetan texts considered to be the most representative of each school (from the 8th c. to the 19th c.). 
(Our selection will be based on the ecumenical compilation of the gDams ngag mdzod by ’Jam mgon Kong 
sprul Blo gros tha' yas, 1813-1899.)

 [到達目標]
Understanding the basics of the history, doctrines, and practices of the main schools of Buddhism in Tibet.
Learning how to read the Tibetan literature of "oral instructions."
Analyzing Tibetan Buddhist texts in their historical contexts.  

 [授業計画と内容]
Class 1.　Introduction
Classes 2-3.　rNying ma pa
Classes 4-5.　Bon po
Classes 6-7.　bKa' gdams pa
Classes 8-9.　bKa' brgyud pa
Classes 10-11.　Sa skya pa
Classes 12-13.　Jo nang pa
Classes 14-15.　dGe lugs pa

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Evaluation is made according to participation.

 [教科書]
授業中に指示する

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Tibetan texts and secondary literature will be provided or indicated at each class for the preparation of the 
next class.  

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９７

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド大乗仏教における空思想の諸相

 [授業の概要・目的]
空の思想は大乗仏教で特に強調されるが、いわゆる小乗仏教でも空が説かれるばかりでなく、大乗
仏教の中の空も多様である。本演習では、瑜伽行唯識学派の基本典籍のひとつに数えられ、瑜伽行
派に特徴的な空思想を説く『中辺分別論』を通読しながら、大乗仏教の多様な空思想に対する理解
を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『中辺分別論』に説かれる瑜伽行唯識派特有の諸説を検討しながら、大乗仏教における多様な空思
想について理解を深める。

 [授業計画と内容]
初回の授業の中で、大乗仏教に説かれる空に関する諸問題を概説し、二回目以降の授業では、註釈
も用いながら『中辺分別論』を精読する。『中辺分別論』の空性理解を十分に把握した上で、それ
を起点に他の瑜伽行唯識学派の諸論書や中観論書と比較しながら、関連する諸問題の解説ならびに
議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の演習もあわせて受
講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９８

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド大乗仏教における空思想の諸相

 [授業の概要・目的]
空の思想は大乗仏教で特に強調されるが、いわゆる小乗仏教でも空が説かれるばかりでなく、大乗
仏教の中の空も多様である。本演習では、瑜伽行唯識学派の基本典籍のひとつに数えられ、瑜伽行
派に特徴的な空思想を説く『中辺分別論』を通読しながら、大乗仏教の多様な空思想に対する理解
を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『中辺分別論』に説かれる瑜伽行唯識派特有の諸説を検討しながら、大乗仏教における多様な空思
想について理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、大乗仏教に説かれる空に関する諸問題に注意しながら、註釈も用いて『中辺分別
論』を精読する。『中辺分別論』の空性理解を十分に把握した上で、それを起点に他の瑜伽行唯識
学派の諸論書や中観論書と比較しながら、関連する諸問題の解説ならびに議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の演習も受講してい
ることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学９９

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 高野山大学　文学部　助教 加納　和雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  梵文仏典写本精読

 [授業の概要・目的]
インド周辺諸国に伝存する梵文仏典写本は、失われたインド仏教の原像に近づくための一次資料で
あり、とくにチベットやネパールに伝来する梵文写本については近年めざましい研究成果が報告さ
れている。授業では梵文仏典写本研究の現状を理解したうえで、実際に写本の解読を行いながら写
本研究の方法論を習得することを目指す。

 [到達目標]
梵文仏典写本の研究状況の大局を把握し、写本読解の基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
授業においてはまず、ネパール・チベットに伝存する梵文仏典写本研究の現状を解説する。世界各
地の研究機関が所蔵するコレクションを俯瞰して、それらがいかなる由来をもち、どの程度解読が
進んでいるのかについて説明する。また、写本を読むための基礎知識として写本特有の文字の綴り
方や奥書の読み方などについて学ぶ。そして、写本の所有者について明かし、その来歴と伝承過程
について補足する。それらの基礎知識を習得した後には、写本解読の実践的な能力を養うために、
未解読の写本をサンプルとして選り抜き、順次、授業において丹念に解読を進める。サンプルは、
短めの断片写本を扱い（大乗仏典を中心とする予定だが出席者の要望にも応じる）、写本の読みに
問題がある箇所を一つずつ洗い出して解決策を模索しながら精読してゆく。資料は適宜授業におい
て配布する予定である。基本的に演習形式とするが初心者も歓迎する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業配布資料を予習・復習すること。出席者には課題をそのつど課す。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１００

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ボン教のこころ観：仏教思想との比較検討（チベット宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
チベットには７世紀頃に仏教が伝来し、13世紀のインド仏教衰滅後も独自の発展を遂げてきた。チ
ベットには仏教伝来以前よりボン教という土着宗教が存在していたが、このボン教は、仏教伝来以
降、多くの仏教思想を自らの教義に取り込んでいった。
　本授業ではボン教という宗教が、仏教という他宗教の思想をどのように受容してきたのか、また
そこにいかなる類似性と相違性が存在するのか、チベット古典宗教哲学文献を実際に精読・分析す
ることにより、他宗教の思想受容の過程とその意義について理解を深める。数多ある思想のうち本
授業ではボン教の「こころ観」をとりあげる。すでに、一昨年度より、ボン教の学説綱要書である
Bon sgo gsal byed（14世紀）を精読し、同文献に記述されるボン教のアビダルマ思想を概観し、ボ
ン教最古のアビダルマ文献Srid pa'i mdzod phug（11世紀に発見）の第10章（五蘊説）を、ニャンメ
ー・シェーラギェルツェン注（14世紀）と合わせて精読し、より広範な視座から比較研究を進めて
きた。さらにSrid pa'i mdzod phugに大きな影響を与えた可能性の高い、仏教徒ヴァスバンドゥ著
Pancaskandhakaの精読も行った。
今年度は、Srid pa'i mdzod phugの第10章（五蘊説）の未読部分を、ニャンメー・シェーラギェルツ
ェン注（14世紀）と合わせて精読し、Pancaskandhakaとの比較を通じて精読する。
　授業は古典チベット語文献およびサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はす
でにチベット語およびサンスクリット語を習得していることが望ましい。ただしチベット語が読め
ない場合でも、授業中に提示する日本語試訳にもとづいて、各自の専門的知識をバックグラウンド
として議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回はボン教と当該文献のイントロダクションを行う。
第２回以降は、Srid pa'i mdzod phugの精読・分析を行う。適宜、Pancaskandhakaとの比較考察を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料を事前に参照し、文献を事前に精読してくることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０１

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  仏教のこころ観：仏教思想との比較検討（インド宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
仏滅後100年頃に、仏教教団は保守的な上座部と革新的な大衆部とに分裂したとされる。それから
さらに18とも20ともいわれる様々な学派が生じるにいたった。上座部系の主要な勢力の1つに説一
切有部が存在する。チベット仏教文化圏においては、説一切有部、経量部、瑜伽行唯識学派、中観
派をインド仏教の四大学派とみなし、説一切有部の代表的作品をヴァスバンドゥ著Abhidharmakosa
（倶舎論）とみなしている。Abhidharmakosaは、真諦や玄奘により漢訳され、7世紀には日本に伝
わり倶舎宗が形成され、近代にいたるまで伝統仏教各派により基礎教学として広く学習された。し
たがって、Abhidharmakosaは、インドから東北アジア、東アジアに広く影響を与えた著作であると
いえよう。
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。同章では、人間存在の
構成要素である五蘊、さらには認識の構成要素である十二処、十八界といった、仏教の基礎的な理
論が説明される。同章を精読することで、とりわけ仏教の伝統的な「こころ観」について概観し理
解を深めることを目標とする。
　本授業はサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はすでにサンスクリット語を
習得していることが望ましい。さらに、チベット語訳および漢訳も適宜参照することから、チベッ
ト語および漢文についても一定の読解技術が要求される。ただし各言語でのテキストを読めない場
合でも、授業中に提示する日本語訳にもとづいて、各自の専門分野の知識をバックグラウンドとし
て議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回はAbhidharmakosaのイントロダクションを行う。
第２回以降は、Abhidharmakosaの精読・分析を行う。適宜、仏教の宗義書も精読し比較考察する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０２

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 宗教情報センター　研究員 佐藤　直実

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  大乗仏教経典の読解 

 [授業の概要・目的]
　如来蔵思想を含む中期大乗の代表的経典『大般涅槃経』の講読を行う。本経は六朝時代の仏教で
重視され、また日本では道元、日蓮、親鸞などにも影響を与えている。釈尊入滅時における弟子と
の最後の問答を通し、如来常住、悉有仏性、闡提成仏、常楽我浄などを説く。
　今期は、涅槃経の終盤に置かれる「師子吼菩薩品」の中で、特に禅定の重要性を説く箇所を取り
上げ、仏性獲得のための実践方法について考察する。本章は、仏性とは何か、常楽我浄との関係、
仏性を知見するための修行方法など、仏性にかかわる様々な問題について、師子吼菩薩と釈尊との
問答形式で展開する。
　当該箇所の読解を通し、涅槃経における禅定の定義を明らかにすると共に、大乗仏教及び大乗経
典の基礎知識の習得を目的とする。また、仏教サンスクリット、仏教漢文、古典チベット語の読解
力も養成する。

 [到達目標]
大乗仏教の基礎知識、仏教文献学の研究手法の習得、およびチベット語翻訳文献の読解力の養成を
主目的とする。

 [授業計画と内容]
第1回　テキストの概説と資料配付 
第2-14回　『大般涅槃経』の講読 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
サンスクリット、古典チベット語、仏教漢文の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時の発表及び平常点をもとに総合的に評価。 
テストは行わない。

 [教科書]
授業中に資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に読むテキスト箇所の和訳。必要に応じて、その背景についても調べる。 

（その他（オフィスアワー等））
わからないことに関しては、授業中に積極的に質問してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０３

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カマラシーラ作『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』を読む

 [授業の概要・目的]
　８世紀インドおよびチベットにおいて活躍した学僧カマラシーラによる著作『ニヤーヤ・ビンド
ゥ前主張要約』を講読する。この著作にはチベット語訳のみが存在し，サンスクリット原典は散逸
し現存しない。内容はタイトルが示す通り，仏教論理学者ダルマキールティ（７世紀）の著作の一
つである論理学書『ニヤーヤ・ビンドゥ（論理の滴）』に対する種々の前主張（反論者の見解）が
要約された形で述べられたものである。　 
　本授業は，上記のテキストを精読することを通して，『ニヤーヤ・ビンドゥ』で述べられるダル
マキールティの思想や理論に対して，対論者からどのような批判が投げかけられたか，また仏教徒
とインド哲学諸派の論争の争点はいかなるものであったかといった問題について考察することを目
的とする。当該テキストには，対論者の見解が他の論書等から忠実に引用されている場合も少なく
ないため，テキストの読解と同時にサンスクリット断片の収集・精査も合わせて行いたい。 
　また本著作には様々な学派の見解が引用・紹介されていることから，このテキストを読み解くこ
とを通して７～８世紀インドの思想状況を概観することができる。カマラシーラによる『タットヴ
ァ・サングラハ・パンジカー（真実綱要注）』をはじめとする他の著作や，ヴィニータデーヴァや
ダルモッタラによる『ニヤーヤ・ビンドゥ』に対する注釈書の記述とも比較しながら，本著作のイ
ンド思想史上における位置づけも試みたい。

 [到達目標]
・サンスクリットおよびチベット語で書かれたテキストを正確に読解することができるようになる。
 
・テキスト上の問題点に気付き，それを発見・指摘し的確に修正できるようになる。 
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。 
・電子データをはじめとする周辺資料を駆使することにより，チベット訳テキストをサンスクリッ
ト断片と同定できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では，上記の『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』を第２章（推理）の冒頭から講読する。（
2015年度に第１章を読了できなかった場合は，続きから再開）担当者が作成した校訂テキストを元
に，先行研究等を参考にしながら，批判的に精読する。今年度は，できれば第２章を読み終えたい。

第１～２回　　仏教認識論・論理学についての概説（第１章の読了）
第３～４回　　『ニヤーヤ・ビンドゥ』第２章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第５～１４回　『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第２章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第１５回　　　フィードバック

※受講生と議論を交わしながら原典テキストを読み進めるという授業の性格上，授業各回の進度は
異なる。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリット，チベット語，英語の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（毎時間の発表が100％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・講読するテキストを事前に配布するので，その回に読む箇所を事前に精読しておくこと。 
・テキスト上の問題点等について，指摘・質問できるよう準備しておくこと。 
・その回に読んだ箇所について再度読み直し，授業で議論された問題点等を再度確認しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０４

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所 研究員 山口　周子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  パーリ語入門

 [授業の概要・目的]
　パーリ語は、上座部仏教系の聖典書写に使用された主要言語であり、サンスクリット語、チベッ
ト語などと同様、インド古典学および仏教学の学習・研究を進めるうえで極めて有益な言語のひと
つである。
また、その音韻的特徴などを把握することで、古典サンスクリット語やヴェーダ語といった古代イ
ンド語に対する知識を深めることも期待できる。

　本講座では、前年度に引き続き、『ダンマ・パダ（法句経）』の解説書に収められたウデーナ王
の物語（Udenavatthu）を読む（今年度は、他言語で記された関連話についても紹介する予定）。輪
読形式の講読を行うため、予習をして授業に参加することが望まれる。なお、第２回から10回まで
は、授業の前半に文法などに関する講義を行う。 

 [到達目標]
 ・今後の学習や研究に必要なパーリ語原典テキストを自力で読解できる程度の語彙力と読解力を身
につける。
・主に古典サンスクリット語との文法面、音韻面での比較を通じて、古代インド語に対する理解を
深める。  

 [授業計画と内容]
第１回：パーリ語とは（言語的特徴などについて）
　　　　講読テキストのプリント配布および概説
　　　　名詞総説および名詞活用プリント配布
第２回：動詞総説　　　　　　　　講読①
第３回：動詞（現在）　　　　　　講読②
第４回：動詞（アオリスト）　　　講読③
第５回：動詞（未来）　　　　　　講読④
第６回：動詞（命令）　　　　　　講読⑤
第７回：動詞（願望・その他）　 　講読⑥
第８回：比較級・最上級　　名詞派生語　　　　　　　講読⑦
第９回：接頭辞　　　　　　　　　講読⑧
第10回：連続体（Gerund)　不定体（Infinitive）、他　　講読⑨
第11回：講読⑩
第12回：講読⑪
第13回：講読⑫
第14回：講読⑬
第15回：講読⑭

※第２回から第10回の間は、授業時間の前半を講義、後半を講読演習に充てる。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
中級程度のサンスクリット語読解力があることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布  

 [参考書等]
  （参考書）
Wilhelm Geiger 『A Pali Grammar』（The Pali Text Society）ISBN:0 86013 318 4
水野　弘元 『パーリ語文法』（山喜房佛書林）ISBN:4-7963-0010-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業では毎回テキスト講読を行うため、予習をして臨むことが望ましい。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０５

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルダマーガディー入門

 [授業の概要・目的]
現在もインド国内を中心に教団が存続しているジャイナ教の起源は、仏教の成立と同時代であり、
両教には類似点も多い。ジャイナ教白衣派の聖典で使用されるアルダマーガディー(Amg)は、プラ
ークリットの一つでありパーリ語とも類似性を持つ。文法説明の後で、Amgで書かれた散文テキス
トを読み進めながら、プラークリットの特徴になれる。

 [到達目標]
文法事項を確認した上で、アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことにより、サンスクリ
ットとは異なる音韻変化や文法をもつ、プラークリットを理解する。

 [授業計画と内容]
初回はアルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書の紹介を行い、簡潔にジャイナ教について
説明する。二回目以降は、適宜パーリ語とサンスクリットとの対応も確認しつつ、音韻変化、名詞
・形容詞の変化、動詞の活用を確認する。一通りの文法解説の後に、教訓法話集である、白衣派聖
典のNayadhammakahao 18章 SuMsumaを読進め、プラークリットになれる。この章は、出家者の摂
食に関するテーマを扱っているので、適宜、関連する他派の資料も参照する。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることは望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：出席、授業内での発言（和訳等含む）

 [教科書]
コピーを配布する
渡辺研二　「アルダ・マーガディー語文法入門(1)--(3)」『ジャイナ教研究』第14-16号, 2008--2010.
F. van den Bossche. Refarence Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に復習の必要はないが、テキストの購読に中っては、事前に配布する単語表を参照して、文法事
項の確認をしてきてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０６

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 未定

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology.    

 [到達目標]
The aim is to read major works of German indology and to familiarize students with the stylistic features of 
German academic writing and German translation from Sanskrit.  

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialisation. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs. 
The choice of texts depends on student interest and specialisation. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs. 
Week 1: Introduction and selection of text. 
week 2-14: reading and translation. 
week 15-16: revision.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０７

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名  未定

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０８

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
Rolf A. Stein(1911-1999)によって書かれた 「La civilisation tibétaine」の様々な個所を講読する。本傑
作は、地理的、歴史的、社会的、文化的、宗教的、哲学的なあらゆる観点からのアプローチにより
チベットの文明を紹介しており、チベット語また中国語の原典、チベット渡航者による見聞録、そ
して現代研究に基づいて書かれている。授業では、特にチベットを偉大なインドと中国文明の交点
と考えることでチベットにおける仏教の伝承を中心に考察する。

 [到達目標]
印度古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳および英訳し、
発表する。

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１０９

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  インド古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
インド古典学・仏教学に関連するフランス語の文献を講読し、フランス語の文献の読解力をつける
とともに、サンスクリット学、インド哲学、仏教学についての基礎的な知識を身につけることを目
的とする。

 [到達目標]
インド古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
Colette Poggi(2012): Le Sanskrit souffle et lumière. Voyage au coeur de la langue sacrée de l'Inde を読む。
インドの古典語であるサンスクリットについて、文化的－社会的、文学的－言語的、宗教的－思想
的など様々な観点から、この本は概説しているので、毎回テーマごとに、適当な箇所を読むことに
する。

第１回　　　　イントロダクション：サンスクリット文献学入門
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Colette Poggi 『Le Sanskrit souffle et lumière』（Éditions Almora）ISBN:978-2-35118-090-7
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

（その他（オフィスアワー等））
積極的な発表が望まれる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１０

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１１

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

 [教科書]
プリントを配布する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１２

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、時代によるチベット語自体の違いや、翻訳文献の中でも経典や注釈といったスタイ
ルの違いも網羅するために、以下のような文献を順に取り上げる予定である。

1. 古チベット語を含むチベット撰述仏教文献
2. サンスクリット経典からの翻訳文献
3. サンスクリット注釈からの翻訳文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１３

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、独立した論書と他の論書に対する注釈といった翻訳文献中のスタイルの違いや、翻
訳文献とチベット撰述文献の相違に対する理解を深めるため、以下のような文献を順に取り上げる
予定である。

1. サンスクリット論書からの翻訳文献
2. サンスクリット注釈からの翻訳文献
3. チベット撰述古典チベット語文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 前期のチベット語（中級）を受講していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１４

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Colloquial Greek in literary texts

 [授業の概要・目的]
We will be reading excerpts from literary works and examine how registers of both spoken and literary Greek 
were used together to create particular effects. We will be reading extensively to look for 'speech acts' and see 
how they became translated into Higher Poetry. 

 [到達目標]
You will get a better understanding of different registers of Greek, develop a greater sensibility towards this 
problem and at the same time improve your knowledge of spoken, everyday Attic. 

 [授業計画と内容]
The first class will serve as a methodological introduction to the problem.

Classes 2-30 will have a uniform structure:
A discussion of an extract from Comedy, Lucian, Plato, Demosthenes and other valuable sources of 
colloquial language followed by an examination of its idiomatic aspects and a re-appraisal of the language of 
high poetry, mostly tragedy.

 [履修要件]
At least one year of Greek.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be assigned particular topics and evaluated solely by the quality of their research.

 [教科書]
使用しない
I will provide handouts.

 [参考書等]
  （参考書）
P.T. Stevens 『Colloquial Expressions in Euripides』（Wiesbaden 1976）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Extensive reading of Greek texts in the original.

（その他（オフィスアワー等））
Class instruction will be conducted mostly in English, but students can use Japanese during class and in their 
presentations.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１５

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ウェルギリウス研究

 [授業の概要・目的]
ラテン文学を代表する詩人ウェルギリウスの詩作について考究する。本年度は『農耕詩』第1巻と
第2巻を精読し、検討する。  

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を高める。
文献学的アプローチに習熟する。 

 [授業計画と内容]
授業の進め方としては、古注を考察の手がかりとして紹介する一方、参照される先行作品との比較
に重きを置く。『農耕詩』が教訓詩の伝統の中でどのように位置づけられか、『アエネーイス』と
どのような関連をもって構想されているか、といった点に留意しながら、作品理解を試みる。

第1回　全体のイントロダクション
第2回～第14回　第1巻1～514行
第15回　第1巻のまとめ
第16回　第2巻のイントロダクション
第17回～第29回　第2巻1～542行
第30回　第2巻のまとめ　

 [履修要件]
ラテン語文法を修得し、なんらか原典を読んだ経験があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40パーセント、期末レポート60パーセント。

 [教科書]
R.A.B.Mynors(ed.) 『P.Vergili Maronis Opera.(OCT)』（これを標準テキストとするが、各自用意でき
るものも可。）

 [参考書等]
  （参考書）
R. F. Thomas 『Virgil Georgics. Vol. 1, Books I-II』（Cambridge UP）ISBN:0521278503
R. A. B. Mynors 『Virgil Georgics』（Oxford UP）ISBN:9780198149781

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書として挙げた注釈書をできるだけ熟読すること。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１６

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  オウィディウス『変身物語』   

 [授業の概要・目的]
オウィディウスの神話叙事詩『変身物語』を精読して、物語構成の変化の妙、繊細な人物造形、そ
れらの表現を支える巧みなウィットとユーモアを味わい、楽しむ。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古典文学伝統の受容と継承についての感性を磨く。
メタ物語伝承的な語りの構造と表現に慣れ親しむ。

 [授業計画と内容]
『変身物語』はギリシア・ローマの神話伝承に取材した大小250あまりの物語が切れ目なく連なっ
て、形式上は叙事詩の体裁を取る。しかし、そこには叙事詩の本質的な要素である統一的主題が見
当たらない。詩人の執筆意図は物語が関わるあらゆるレベルで「変身」もしくは「変容」を表現す
ることにある。本演習はその仕掛けを読み解くことを目指す。
第11巻410行より始めて、毎回60行前後を読み進む。
第1回　全体のイントロダクション
第2回～第8回　第11巻410-794行（Ceyx-Alcyone, Aesacusの物語など）
第9回　第11巻のまとめと第12巻の展望
第10回～第20回　第12巻1-628行（Fama, Achilles-Cycnus, Caeneus, Laphithae-Centauriの物語など）
第21回　第12巻のまとめと第13巻の展望
第22回～第29回　第12巻1- 行（arbitrium armorumの物語など）
第30回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80パーセント、期末試験20パーセント。

 [教科書]
D. E. Hill 『Ovid Metamorphoses IX - XII』（Aris & Phillips）ISBN:9780856686467

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
原典の下調べの他、教科書に挙げた注釈書をよく読んで授業に望むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１７

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  History of the Greek Language

 [授業の概要・目的]
We will look at the history of the Greek language, examine shifts and developments both in the meaning of 
words and in various syntactical structures. Most importantly, we will also take first steps in the study of 
Modern Greek language.  

 [到達目標]
You will both gain a deeper understanding of the history of the Greek language and at the same time learn 
Modern Greek (up to Level B1 of the Common European Framework) 

 [授業計画と内容]
Alongside the theoretical part (Chantraine and various manuals on the History of the Greek language) we will 
also be putting our knowledge to practical use and explore materials specifically prepared for students of 
Modern Greek, especially the set of textbooks 'Ellinika Tora'. The practical element means that the class will 
be also suitable for anyone wishing to learn the basics of Modern Greek.

 [履修要件]
One year of ancient Greek is recommended, although it is not necessary.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation in class and final report.

 [教科書]
 『Ellinika Tora 1+1, 2+2』

 [参考書等]
  （参考書）
I will provide a list of bibliography during class.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Same requirements as with any language class - work outside of the classroom will be an absolute necessity. 

（その他（オフィスアワー等））
Class instruction will be conducted in English, Japanese and,gradually, Modern Greek.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１８

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Plautus, Mostellaria

 [授業の概要・目的]
This course is intended as an introduction to reading continuous texts in Latin. The focus will remain strongly 
on the Latin language. However, Roman New Comedy had an immense influence on European drama and it 
was itself heavily indebted to Greek sources, so we will also discuss the play's literary and historical context. 

 [到達目標]
You will be able to read Latin more fluently, gain a deeper insight into colloquial Latin, its vocabulary and 
syntax, as well as methods of poetic adaptation - how Plautus translated and/or adapted his Greek original for 
a new audience in Rome.The course is also intended for those who are only starting to read continuous texts 
in Latin.

 [授業計画と内容]
1. The first class will serve as an introduction to the language and metre of Roman New Comedy and Plautus' 
goals in this play.
All the rest of the classes will have a uniform structure:
2-30. reading with close attention to both literary and philological aspects of the work.

 [履修要件]
Students must have finished a basic grammar course in Latin.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation in class.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
F.R. Merrill, Plautus. Mostellaria (1972, many reprints, e.g. Bristol 2002).
I will provide you with a general list of bibliography on Greek and Roman New Comedy during class. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before each class you will read Merrill's commentary which has detailed grammatical information as well as 
a full vocabulary list at the back - so all the tools are there at your disposal in one book.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１１９

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 平山　晃司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ルーキアーノス『舞踏について』

 [授業の概要・目的]
平明にして流麗なアッティカ方言で綴られ、機知と諷刺と諧謔に富んだルーキアーノスの散文作品
を精読し、ギリシア語読解力の向上をはかる。

 [到達目標]
辞書と注釈書を頼りにギリシア語の原典を独力で正確に読めるようになる。

 [授業計画と内容]
哲学的対話の形式に喜劇やサテュロス劇の滑稽さ、イアムボス詩の痛罵と嘲笑、犬儒派的精神（強
烈な皮肉や辛辣な揶揄をユーモアで包み込んだ語り口で知られるメニッポスからの影響が殊に顕著）
など様々な要素を盛り込み、独自の作風を確立したルーキアーノス（120頃～180以降）の多彩な作
品群の中から、黙劇を讃美した対話篇『舞踏について』を読む。本作品はOCTのテクストで30頁足
らずの小品であるが、最近の研究成果を取り入れた解説を交えつつ、少しずつ丁寧に読んでいきた
い。

第１回　導入
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況、訳読の出来の良否などを勘案し、平常点によって評価する。

 [教科書]
M. D. Macleod 『Luciani Opera, Tomus III』（Oxford University Press）ISBN:9780198145929

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業に備えてテクストの指定された範囲を丁寧に読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２０

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『内乱記』を教材として、ラテン語の基礎力を養
う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第3巻第1章から始めて、毎回、２～３章を読
み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第1章～　前48年年初からデュッラキオン近郊の戦いにいたるまでの記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２１

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『内乱記』を教材として、ラテン語の基礎力を養
う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。前期に読了したところから始めて、毎回、２
～３章を読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　デュッラキオンの戦いを中心にした記述を読む。　
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
注釈を熟読すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２２

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  クセノポーン『アゲーシラーオス』

 [授業の概要・目的]
　紀元前5世紀末から4世紀半ばにかけて活躍した文人クセノポーンの『アゲーシラーオス』を精読
することを通じ、ギリシア語読解能力の向上をはかる。

 [到達目標]
　辞書、註釈書を用いながら平易なギリシア語散文を読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
　『アゲーシラーオス』は、スパルタ王アゲーシラーオスの事績と振舞が書き連ねられた称讃文で
ある。平易なアッティカ方言で書かれているので、慣れればスムーズに読んでいくことができるは
ずである。
　授業は伝統的訳読形式で進める。文法事項を確認しつつ、少しずつ、ゆっくりと読み進めていき
たい。内容に深く踏み込むことは時間的に難しいかもしれない。
　なお、初回授業では、クセノポーン及び『アゲーシラーオス』に関する全般的解説を行うととも
に、テクスト、辞書、註釈書の使用法について丁寧に説明をする。それらをふまえた上で、2回目
から、読解作業に入る。

第1回　イントロダクション
第2回～第15回　訳読

 [履修要件]
　ギリシア語文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点。

 [教科書]
E. C. Marchant (ed.) 『Xenophontis Opera Omnia, V』（Oxford University Press）（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
R. W. Taylor 『Xenophon’s Agesilaus: With Syntax Rules and References Notes and Indices』（
Rivingtons）（標準的に用いる註釈書）
コピーを配布する。なお、電子スキャン版もインターネットで常時閲覧可能である（https://archive.
org/details/xenophonsagesil00taylgoog）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２３

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  カリトーン『カッリロエー』

 [授業の概要・目的]
　紀元後1世紀に成立したカリトーンの小説『カッリロエー』を精読することを通じ、ギリシア語
読解能力の向上をはかる。

 [到達目標]
　辞書、註釈書を用いながら平易なギリシア語散文を読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
　『カッリロエー』は、一組の美男美女夫婦の波乱万丈の物語である。そのギリシア語は極めて平
易で、読解が困難な文章はほとんどない。一定の量をこなせば、あとは楽しみながら読んでいくこ
とができるだろう。
　授業は伝統的訳読形式で進める。文法事項を確認しつつ、少しずつ、ゆっくりと読み進めていき
たい。内容に深く踏み込むことは時間的に難しいかもしれない。
　なお、初回授業では、カリトーン及び『カッリロエー』に関する全般的解説を行うとともに、テ
クスト、辞書、註釈書の使用法について丁寧に説明をする。それらをふまえた上で、2回目から、
読解作業に入る。

第1回　イントロダクション
第2回～第15回　訳読

 [履修要件]
　ギリシア語文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点。

 [教科書]
B. P. Reardon (ed.) 『Chariton Aphrodisiensis De Callirhoe narrationes amatoriae』（K. G. Saur Verlag）
ISBN:3598712774（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Cashman Kerr Prince 『Chariton Callirhoe Book 1』（Thomas Library (Bryn Mawr College)）ISBN:
9781931019057（標準的に用いる註釈書）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２４

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
第１週：ロシア語学の基本的な諸概念（１）
第２週：ロシア語学の基本的な諸概念（２）
第３週：ロシア語の統語論（１）
第４週：ロシア語の統語論（２）
第５週：ロシア語の形態論（１）
第６週：ロシア語の形態論（２）
第７週：ロシア語の音論
第８週：ロシア語の語彙論
第９週：ロシア語の諸方言の概略
第10週：ロシア語史の概略
第11週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（１）
第12週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（２）
第13週：ロシア語学と翻訳
第14週：総括
　
　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式で進めてゆく。受講生諸君
に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決めようと考
えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（具体的には、少なくとも８単位は履修済みのレベルで）。   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。 
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２５

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。   

 [授業計画と内容]
　動詞のアスペクト、名詞・形容詞の格、コピュラを含む構文といったテーマを中心に、取り組む
予定である。 
　・古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題 
　・借用語である動詞と両体動詞との関係の問題 
　・否定とアスペクトとの問題 
　・動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題 
　・コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題 

　 
　導入的な講義（２回分）の後に、各項目につき、２回ないし３回の講義で扱ってゆく予定である
が、その際に、格とアスペクトとの関係、近隣のスラヴ諸語との対照といった点にも目配りをして
ゆきたい。 

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式で進めてゆく。受講生諸君
に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決めようと考
えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（具体的には、少なくとも８単位は履修済みのレベルで）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。 
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２６

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代ロシア文学・ソ連文化と研究の諸問題Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシア文学は、18世紀後半の本格的な成立以降、現代に至るまで激しく変容してきました。19世
紀末以降は、文学に加えて、絵画・映画・音楽などの多様なジャンルも、ソ連体制の成立と崩壊を
はさんで、発達しています。また近現代ロシアは、神秘主義から記号学に至るまで、多様な批評と
研究の伝統も有しています。この授業では、さまざまな芸術作品の考察を通して、ロシア文学・文
化の多様な問題を考えていきます。  

 [到達目標]
1）近代ロシアにおける文学と思想に関する知識と理解を深める 
2）小説や様々なジャンルの作品、およびそれらに関する言説を分析するための枠組と方法を身に
つける。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
第2－14回　さまざまな作品の分析や、トピックに関して講じていきます。取り上げる作家・芸術
家は、レールモントフ、ゴーゴリ、ドストエフスキー、トルストイ、レスコフなどの作家、チュッ
チェフやフェートなどの詩人、画家レーリヒなど、おもに19世紀の作家を予定していますが、受講
者の関心や話の展開によって、変更する場合もありえます。 
第15回　前期のまとめ 

授業の進度が予定とずれる可能性があります。 
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていることが望ましいですが、必須ではありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み40％、期末レポート60％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識がある受講生には、ロシア語テキストの翻訳を求める場合があります。それ以外の
受講生にも、作品に関する意見や感想を求める場合があります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２７

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代ロシア文学・ソ連文化と研究の諸問題Ⅱ 

 [授業の概要・目的]
　ロシア文学は、18世紀後半の本格的な成立以降、現代に至るまで激しく変容してきました。19世
紀末以降は、文学に加えて、絵画・映画・音楽などの多様なジャンルも、ソ連体制の成立と崩壊を
はさんで、発達しています。また近現代ロシアは、神秘主義から記号学に至るまで、多様な批評と
研究の伝統も有しています。この授業では、さまざまな芸術作品の考察を通して、ロシア文学・文
化の多様な問題を考えていきます。   

 [到達目標]
1）近代ロシアにおける文学と思想に関する知識と理解を深める 
2）小説や様々なジャンルの作品、およびそれらに関する言説を分析するための枠組と方法を身に
つける。 

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
第2－14回　さまざまな作品の分析や、トピックに関して講じていきます。取り上げる作家・芸術
家は、ブローク、バーベリ、ザミャーチン、アンナ・アフマートワ、エイゼンシュテイン、ショス
タコーヴィチ、農村派、タルコフスキー、ペレーヴィン、バーキンなど、おもに20世紀の作家や芸
術家を予定していますが、受講者の関心や話の展開によって、変更する場合もありえます。 
第15回　後期のまとめ 

授業の進度が予定とずれる可能性があります。 
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていることが望ましいですが、必須ではありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み40％、期末レポート60％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識がある受講生には、ロシア語テキストの翻訳を求める場合があります。それ以外の
受講生にも、作品に関する意見や感想を求める場合があります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２８

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 天理大学　国際学部 教授 大平　陽一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ニコライ・トゥルベツコイのロシア文化論

 [授業の概要・目的]
プラハ言語学サークルを代表する理論家として構造言語学の発展に貢献したことで，とりわけ音韻
論の基礎を確立したことで知られる言語学者ニコライ・トゥルベツコイは，戦間期に亡命ロシア人
の間に生まれたユーラシア主義者としても知られています。この講義では，彼の評論「ロシア文化
における共通スラブ語的要素」の内容を紹介することで，トゥルベツコイのユーラシア主義的なロ
シア文化論と彼のスラヴ語研究とがどのように関連しているかを考察しましょう。 

 [到達目標]
トゥルベツコイのユーラシア主義思想のバックボーンになっている文献学的知見についての理解を
深め，両者の関係を把握することを目指します。

 [授業計画と内容]
1. 序論：本講義の視座と問題意識【1週】 
2. 共通スラブ語とスラヴ諸語について【1週】 
3. ユーラシア主義と「ロシア文化における共通スラブ語的要素」について【1週】 
4. 「ロシア文化における…」で述べられているロシア語の特徴について【4週】 
5. 古代教会スラヴ語の影響とロシア文章語の特徴【4週】 
6. 他のスラヴ諸語との比較におけるロシア語の特徴【4週】 
7. まとめと総括【1週】 

第4週目以降の授業では，毎回担当者数名を決め，「ロシア文化における共通スラブ語的要素」の
当該箇所を手分けして訳出してもらい，その訳文を読みながら授業を行いますので，どうぞよろし
く。

 [履修要件]
ロシア語がある程度読めないと困ります。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
【評価方法】学期中に２回担当する課題翻訳,学年末のレポートと平常点（出席状況，授業内での発
言）を加味して評価します。
【評価の割合】課題翻訳（2回，各30点）学期末のレポート（30点），平常点（10点） 

・代返・抜け出しを行った者ついては，単位を認めません。

 [教科書]
「ロシア文化における共通スラブ語的要素」を下記のURLから事前にダウンロードしておいて下さ
い。 

http://www.angelfire.com/nt/oboguev/images/nstslav.htm  

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
・浜由樹子「N・S・トゥルベツコイのユーラシア主義」(http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/publictn/
51/hama.pdf) 

・浜由樹子『ユーラシア主義とは何か』（成文社） 

後者の単行本は，まぁ買うには及ばないでしょう。ほかにもダウンロード可能なトゥルベツコイの
翻訳やユーラシア主義についての論文がありますので，興味のある方は検索して下さい。ただ，こ
の授業を担当する者としては，とても高価な本ですが木村彰一『古代スラブ語入門』（白水社）の
序論を繰り返し熟読することをお勧めします。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
・上記の通り，課題の翻訳は毎回担当者を指名します。この訳文がないと授業が成り立たないので，
必ず当日の朝までに添付ファイルで提出して下さい。 
・もちろん，翻訳があたっていない時も事前にテクストを読んでおいていただけると，とてもうれ
しいです！ 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１２９

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Valerij Grecko

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代のロシア文学

 [授業の概要・目的]
19世紀末から20世紀初めにかけてのロシア文学を分析する。具体的な文学作品を読みながら、文学
理論についても学ぶとともに、ロシア語能力を高めることを目的とする。

 [到達目標]
ロシア語能力（読解力、抽象的なテーマについて議論する能力）を高めるとともに、文学理論につ
いての理解を深める。

 [授業計画と内容]
19世紀後半から20世紀にかけて書かれた文学作品をロシア語で読み、分析する。文学理論に関する
論文を適宜参照しながら、それらの理論が文学作品を分析する際にどのように応用できるかを考え
る。授業で取り上げる主な作品は次の通り。
１）チェーホフ『カシタンカ』（１） 
２）チェーホフ『カシタンカ』（２） 
３）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（１） 
４）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（２） 
５）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（３） 
６）マヤコフスキーの詩（１） 
７）マヤコフスキーの詩（２） 
８）マヤコフスキーの詩（３） 
９）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（１） 
10）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（２） 
11）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（３） 
12）ブルガーコフ『犬の心臓』（１） 
13）ブルガーコフ『犬の心臓』（２） 
14）ブルガーコフ『犬の心臓』（３） 
15）まとめ

 [履修要件]
ロシア語読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は平常点（出席状況30％、課題への取り組み40％、討論への貢献度30％）で評価する。

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に扱うテクストにあらかじめ目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等がある場合はメールで連絡してください。vgretchko@hotmail.com

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３０

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文化演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
ロシア文学・文化・歴史に関する論文等の講読と議論

 [到達目標]
1）ロシア語論文の読解能力を向上させる。
2）論文等を批判的・対話的に用いる方法を身につける。
3）論文の考察対象となっている時代・社会・分野についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　対象とする論文を話し合って決めます。テキストは、カルポーヴィチの『19世紀ロシア史概説』、
アレクシエーヴィチのノーベル文学賞受賞講演等を予定していますが、受講者の関心に応じて変更
する可能性もあります。
第2回～第14回
　決定した論文を講読・考察していきます。
第15回　まとめ
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み70％、期末レポート30％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
該当箇所について知らない単語や情報を事前に調べ、分からない点を整理しておいてください。教
員の指示や各自の関心に応じて、事後に必要な調べを行なってください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３１

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文化演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
ロシア文学・文化・歴史に関する論文等の講読と議論   

 [到達目標]
1）ロシア語論文の読解能力を向上させる。 
2）論文等を批判的・対話的に用いる方法を身につける。 
3）論文の考察対象となっている時代・社会・分野についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　対象とする論文を話し合って決めます。テキストは、ロトマンの『ロシア文化についての対話』
から数章を予定していますが、受講者の関心に応じて変更する可能性もあります。 
第2回～第14回 
　決定した論文を講読・考察していきます。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み70％、期末レポート30％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
該当箇所について知らない単語や情報を事前に調べ、分からない点を整理しておいてください。教
員の指示や各自の関心に応じて、事後に必要な調べを行なってください。 

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３２

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語入門   

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラブ研究の基礎となる、古代教会スラブ語の基礎を学ぶ。   
 

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の成り立ち、その文法につき理解する。

 [授業計画と内容]
　イントロダクションに続き、教科書に沿って、毎回、７項目くらいの内容を学ぶ。 
　全部で８６項目が含まれる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一 『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３３

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語のテクストを読む   

 [授業の概要・目的]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストを精読する。  

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストの成り立ちについて理解する。

 [授業計画と内容]
　１回～２回のイントロダクションに続いて、 

（１）標準化正書法によるテクスト 
（２）グラゴール文字の写本 
（３）キリール文字の写本 

　と読み進める。それぞれ、４回くらいの予定である。

 [履修要件]
　前期からの継続履修が望ましいが、受講学生本人が熱意をもって努力するのならば、初心者でも
可とする。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一 『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３４

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『桜の園』読解 

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。 
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。 
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。 
第2回～第14回 
　『桜の園』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台上の効果、
先行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
開講時と授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。 

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３５

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『三人姉妹』読解 

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。 
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。 
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。 
第2回～第14回 
　『三人姉妹』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台上の効果、
先行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３６

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、少しずつ
ロシア文学のテキストを読んでいきます。文法事項や語彙の確認とともに、ロシア語を適切な日本
語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も
深めます。  

 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。 
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。  

 [授業計画と内容]
第1回　読解する作品を決め、作品と作者について説明します。 
第2回～第14回 
　テキストを精読していきます。近代ロシア文章語を確立したプーシキンの『ベールキン物語』の
一編や、ソ連後期の「叙情的散文」を代表する作家ユーリー・カザコーフの短編などを取り上げる
予定ですが、学生の皆さんからの希望があれば考慮します。 
第15回　まとめ 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３７

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読 

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、少しずつ
ロシア文学のテキストを読んでいきます。文法事項や語彙の確認とともに、ロシア語を適切な日本
語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も
深めます。

 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。 
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。 

 [授業計画と内容]
第1回　読解する作品を決め、作品と作者について説明します。 
第2回～第14回 
テキストを精読していきます。19世紀末の象徴派の作家ソログーブの短編『光と影』や、20世紀の
詩人アンナ・アフマートワの叙事詩『レクイエム』などを取り上げる予定ですが、学生の皆さんか
らの希望があれば考慮します。 
第15回　まとめ 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。  

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３８

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド書講読

 [授業の概要・目的]
ポーランド語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、ポーランド語の読解力の向上を図ると
ともに、歴史研究や歴史叙述にかかわる概念や語彙についての理解を深めることを目標とする。  

 [到達目標]
・歴史的な叙述で用いられるポーランド語の語彙や語法を習得する。 
・20世紀のポーランドの歴史について、ポーランド語のテキストを読むことをつうじて理解を深め
る。 

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本をとりあげ、その一部を読む。 

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014.

本書は、20世紀のポーランドの歴史学を代表する歴史家10名をとりあげて、彼らの学問研究と20世
紀の時代状況とのかかわりを論じた史学史の研究である。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。ポーランド語による歴史的な叙述
で用いられる語彙や文体に親しむとともに、20世紀のポーランド史学が直面した諸問題や、歴史研
究者がおかれた状況についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
ポーランド語の初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにポーランド語の
文献を読み進むうえで効果的であろう。 

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１３９

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言葉の構造や基本的な文法を身につけていきます。 

 [授業計画と内容]
前期 
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な動詞（byc,miec）の変化、格の基礎知識、代名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語
彙【２週】 
３．名詞と形容詞の単数主格、名詞と形容詞の性の見分け、動詞の第１変化（-m,-sz型）、「これ
は○○である」「○○が△△をする」のような基本的な文型、日常生活に関する語彙【３週】 
４．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け、動詞
の第２変化（-e,-isz型）、国名や職業名に関する語彙【３週】 
５．名詞と形容詞の単数対格、所有代名詞の単数主格、人称代名詞の対格、家族や趣味に関する語
彙、年齢を表すなどの数詞の使い方【３週】 
６．ここまでの総復習、主格、造格、対格の使い分けや基本的な文型の確認、語彙の復習【２週】 
７．前期小テストとフィードバック【１週】 

後期 
１．moc, musiec, lubicなどの助動詞の使い方、-owacで終わる動詞、動詞の第３変化（-e,-esz）、動
詞活用のまとめ、頻度を表す語彙、様々な活動を表す語彙【２週】 
２．名詞と形容詞の単数生格、否定生格の用法、isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、人称代名詞の造
格、時間、曜日の表し方、znac, wiedziec, umiecの使い分け、do＋場所とna＋目的の使い分け【２週
】 
３．名詞と形容詞の複数生格、malo,duzo等＋生格の用法、形容詞の比較級と最上級、nosic,zakladac
の用法、podoba mi sieなど人称の与格を使う用法、食料品や買い物に関する語彙【２週】 
４．動詞の過去形、月の名前の前置格、過去の出来事の述べ方、時間帯を表す表現【２週】 
５．動詞の未来形、現在形、過去形と未来形のまとめ、予定の表し方、希望の述べ方【２週】 
６．名詞と形容詞の単数複数前置格、特定の場所への行きかたに関する表現、方角や観光に関する
表現、前置詞の使い方のまとめ【２週】 
７．前後期の総復習、名詞と形容詞の格変化の補足と使い方の確認、基本文型の復習【２週】 
８．期末テスト【１週】 
９．フィードバック【１週】

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（15％）と学年末に行う試験（85％）の両方で評価する。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ著 『ニューエクスプレス　ポーランド語』（白水社）ISBN:978-4-560-
06794-9
授業中にプリントも配布します

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］  『ポーラン
ド語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3 

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４０

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に前期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４１

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に後期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４２

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「編集」から見るドイツ文学史

 [授業の概要・目的]
　およそ文学作品とは、作家によって書かれた時点ですでに作品として成立するわけではない。編
集の作業によって「テクスト」が確定され、本の形で出版されてはじめて、一般読者にとっての作
品が姿を現すのである。ドイツ文学の古典と見なされている作品にも、編集上の大きな問題を抱え
ているものは少なくない。そういった事例について学ぶことを通じて、ドイツ文学史について理解
を深めると同時に、そもそも文学とは何かを再考する機会としたい。

 [到達目標]
編集によって文学作品がときに大きく姿を変えることを理解し、そのうえでドイツ文学の個々の作
品の編集文献学的な位置づけを知る。

 [授業計画と内容]
基本的に講義形式で授業を進める。取り上げる予定のテーマと作品は以下の通り（ただし、授業の
進行速度や受講者の興味などを勘案して予定変更する場合がある）。

第１回　テクストとは何か？
第２～３回　ゲーテ『若きヴェルターの悩み』
第４～５回　ヘルダーリンの後期の詩
第６～７回　グリム兄弟『子どもと家庭の童話』
第８～９回　リヒャルト・ヴァーグナー『タンホイザー』
第10～11回　ニーチェ『権力への意志』
第12～13回　カフカ『訴訟』
第14～15回　ムージル『特性のない男』

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小課題にもとづく平常点（50％）および期末レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
明星聖子・納富信留（編） 『テクストとは何か　編集文献学入門』（慶應義塾大学出版会）ISBN:
978-4766422801

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った作品を可能なかぎり実際に手に取って読んでみてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４３

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ゲーテとその同時代人たち

 [授業の概要・目的]
18世紀後半から19世紀前半にかけてのヨーロッパ史における激動の時代を生きたゲーテ（1749-
1832）は、同時代のさまざまな分野の人々と交友関係を結んだことでも知られている。この講義で
は、ゲーテとその同時代人たちとの関係をたどることによって、近代ドイツ文化史の一断面を描き
出してみたい。  
 

 [到達目標]
ゲーテ時代のドイツ文化史にかんする知識と理解を深めるとともに、文学を歴史的な文脈のなかで
読み解く視点を身につける。   

 [授業計画と内容]
取り上げる予定のテーマは次の通り。それぞれのテーマについて１～２週の授業時間をあてる。 
１　ゲーテの生涯とその時代 
２　女性たち 
３　啓蒙主義者たち 
４　シュトゥルム・ウント・ドラングの作家たち 
５　古典主義者たち 
６　ロマン主義者たち 
７　哲学者たち 
８　科学者たち 
９　音楽家たち 
10　為政者たち 
11　外国人たち

 [履修要件]
ドイツ語の知識がなくても受講できるように配慮する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより、到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げたテーマにかんする文献を、できだけ自分で読んでみること。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４４

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メデイアをめぐるギリシア神話とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
 ギリシア神話の中に、当時貴重であった金羊皮を求めたアルゴー船による東征の物語がありますが、
その後日譚のひとつに、その金羊皮を手に入れたイアソンとその際に彼と結ばれ結婚する王女メデ
イアが、その後、彼の故国に戻るものの、やがてその故国を追われ亡命したコリントスにおいて破
局を迎えるという伝承があります。
　これらを素材にした作品は文字通り古今東西さまざまなものがありますが、それらの中から、１
９世紀のオーストリアの劇作家グリルパルツァーの三部作『金羊皮（Das goldene Vliess））』（１
８２２）を取り上げ、あらすじを紹介しながら、第三部の『メデア』の抜粋を原文のドイツ語で読
み進めます。
　並行して、同じ素材に基づく古代の悲劇作家エウリピデスの『メデイア』や、現代ドイツの作家
クリスタ・ヴォルフの『メデイア』を取り上げ、日本語翻訳で読みながら、上記グリルパルツァー
の作品と比較し、それぞれのテーマについて一通りの解説する一方、参加者にもそれらについて考
え検討してもらいます。
 

 [到達目標]
　上記の作品からは、愛と復讐、「子殺し」にまで至る激しい感情と理性の相克、男性社会に生き
る女性、野蛮(呪術)と文明、国家（古代都市国家と近代帝国主義国家、現代の資本主義国家と社会
主義国家など、時代と作者により変化）と個人など、さまざまなテーマを読み取ることが可能だと
思われますが、それらの中から参加者に興味がもてる問題について理解を深めることを目的としま
す。
　同時に、やや古い１９世紀のドイツ語テキストを読解する力を養います。  
 

 [授業計画と内容]
第１回は、素材となったアルゴー号の冒険およびイアソンとメデイアの物語について概説しながら、
授業のオリエンテーションを行います。 
第２～５回は、もっぱら Grillparzer: Medea を適宜省略したり要約を挟みながら読み進めます
第６回は、エウリピデスの『メデイア』について考察し検討する。
第７回～１４回は、もっぱら Grillparzer: Medea を適宜省略したり要約を挟みながら読み進めます。
 
第１５回は、クリスタ・ヴォルフの『メデイア』について考察し検討する。
第１６回は、フィードバックです。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること  
   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた作品の必要箇所をコピーして配布する  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習が必要です。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４５

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メデイアをめぐるギリシア神話とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　ギリシア神話の中に、当時貴重であった金羊皮を求めたアルゴー船による東征の物語があります
が、その後日譚のひとつに、その金羊皮を手に入れたイアソンとその際に彼と結ばれ結婚する王女
メデイアが、その後、彼の故国に戻るものの、やがてその故国を追われ亡命したコリントスにおい
て破局を迎えるという伝承があります。 
　これらを素材にした作品は文字通り古今東西さまざまなものがありますが、それらの中から、１
９世紀のオーストリアの劇作家グリルパルツァーの三部作『金羊皮（Das goldene Vliess））』（１
８２２）を取り上げ、あらすじを紹介しながら、第三部の『メデア』の抜粋を原文のドイツ語で読
み進めます。 
　並行して、同じ素材に基づく古代の悲劇作家エウリピデスの『メデイア』や、現代ドイツの作家
クリスタ・ヴォルフの『メデイア』を取り上げ、日本語翻訳で読みながら、上記グリルパルツァー
の作品と比較し、それぞれのテーマについて一通りの解説する一方、参加者にもそれらについて考
え検討してもらいます。   
 

 [到達目標]
　上記の作品からは、愛と復讐、「子殺し」にまで至る激しい感情と理性の相克、男性社会に生き
る女性、野蛮(呪術)と文明、国家（古代都市国家と近代帝国主義国家、現代の資本主義国家と社会
主義国家など、時代と作者により変化）と個人など、さまざまなテーマを読み取ることが可能だと
思われるが、それらの中から参加者に興味がもてる問題について理解を深めることを目的とします。
 
　同時に、やや古い１９世紀のドイツ語テキストを読解する力を養います。 

 [授業計画と内容]
第１回は、前期の授業を振り返り要約しつつ、授業のオリエンテーションを行います。 
第２～４回は、Grillparzer: Medea の抜粋を精読します。 
第５回～１５回は、Grillparzer: Medea をめぐるいくつかの研究文献を読みながら、またエウリピデ
スの『メデイア』やクリスタ・ヴォルフの『メデイア』と比較しつつ、その解釈について検討しま
す。 
第１６回は、フィードバックです。

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること。
同題目の前期特殊講義を履修していることが望ましい。      
  

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

  

 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた作品と評論の必要箇所をコピーして配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、上記のドイツ語原文の下調べをすることが必要です。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４６

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学・ゲルマン語学入門

 [授業の概要・目的]
印欧語の世界を視野に収めながら、ことばの普遍性・体系性を明らかにすることを目標とする。史
的言語学の諸分野（音論、形態論、統語論等の諸領域）を対象に、言語体系の普遍的な法則性を探
るべく、通時的考究を進める。言語体系の法則性・言語変化のメカニズムを探り、そのあり方を解
明することを通して、言語の本質に迫る。

 [到達目標]
今日の言語学の手法と併せて、言語の史的考察による種々の成果を踏まえ、言語学の方法論上の問
題について考究する力が身に付くようにする。個別言語にとどまらず、言語一般の体系性が把握で
きることを目指す。

 [授業計画と内容]
ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論などの領域）を対象に、言語体系の普遍的な
法則性を探るべく考究を進める。言語の理論的アプローチによる種々の成果を踏まえ、言語学の方
法論上の問題についても考察する。

第１回～第３回　ゲルマン語学の諸問題
第４回～第８回　ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論）
第９回～第10回　ドイツ語圏の方言学
第11回～第13回　ゲルマン語学・ドイツ語学と一般言語学
第14回～第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50％）・小テスト（30％）・レポート（20％）等により総合的に判断する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材に関し、授業の前後（予習・復習）に課題を課し、授業時に発表できる準備
をしてもらう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４７

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Einführung in die Deutsche Lyrik I

 [授業の概要・目的]
Der Kurs bietet eine allgemeine Einführung in Methoden der Formanalyse und inhaltlichen Interpretation 
(auch hinsichtlich der Performanz) deutscher Gedichte. Zudem werden anhand ausgewählter Texte vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert typische Themenkreise und Stilmerkmale der Lyrik verschiedener 
Literaturepochen vorgestellt.

 [到達目標]
Die Studenten sollen die Eigenheiten der lyrischen Stile unterschiedlicher Zeiten und ihre Bedeutung kennen 
lernen und damit in die Lage versetzt werden, einen Text selbständig einer bestimmten Stilrichtung und Zeit 
zuordnen zu können und ihn auf dieser Grundlage zu interpretieren.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden ein oder mehrere Gedichte wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem 
historischen und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen 
Informationen, mit deren Hilfe die Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1.-2. Woche: Einführung in die Formanalyse.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Gedichtsbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４８

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Einführung in die deutsche Lyrik II

 [授業の概要・目的]
Der Kurs bietet eine allgemeine Einführung in Methoden der Formanalyse und inhaltlichen Interpretation 
(auch hinsichtlich der Performanz) deutscher Gedichte. Zudem werden anhand ausgewählter Texte des 19. 
und 20. Jahrhunderts typische Themenkreise und Stilmerkmale der Lyrik verschiedener Literaturepochen 
vorgestellt.

 [到達目標]
Die Studenten sollen die Eigenheiten der lyrischen Stile unterschiedlicher Zeiten und ihre Bedeutung kennen 
lernen und damit in die Lage versetzt werden, einen Text selbständig einer bestimmten Stilrichtung und Zeit 
zuordnen zu können und ihn auf dieser Grundlage zu interpretieren.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden ein oder mehrere Gedichte wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem 
historischen und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen 
Informationen, mit deren Hilfe die Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1.-2. Woche: Einführung in die Formanalyse.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Gedichtsbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１４９

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期アドルノの音楽エッセイを読む

 [授業の概要・目的]
博士論文を書く以前の20代のアドルノは、音楽ジャーナリストとして極めて旺盛な活動を行ってい
た。それは地元のフランクフルト新聞での様々な演奏会評から、音楽雑誌におけるエッセイの類ま
で、無数の数にのぼる。当時のアドルノの文体は、のちの体系哲学的ながんじがらめの理論にとら
われることなく、極めて洒脱なエッセイのスタイルによっているが、これらは後年の彼の思想が一
体どのような具体的な音楽に即して着想されたかを知るという意味でも貴重であり、さらに20世紀
音楽の全体状況を理解するうえでも必須のテクストであるといっても過言ではない。この授業では
主としてQuasi una Fantasiaにおさめられたエッセイを扱う。なお授業においてはテクストの拙訳を
配布するので、ドイツ語の知識は必ずしも必要ではない。 

 [到達目標]
アドルノの思考の基本パターン（いわゆる否定的弁証法など）を知ると同時に、彼の音楽論で言及
される音楽作品についての基本的知識を身につける。またテクストを一文一文、その綾や間テクス
ト的な暗示や多義性も含め、深く読み込むことを重視する。 

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：アドルノの生涯と思想についての概説
4－6回：モーツァルトと機械論について（Quasi una Fantasia）
7－9回：ベートーヴェンとヘーゲルについて（同上） 
10－12回：シューベルトとロマン派における死の表象について（同上）
13－15回：キッチュと商品性格について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。評価は到達目標の達成度に基く。独自の工夫が見られるものについては、高い点
を与える。単なる既知情報のまとめではなく、各自の明快な問題意識およびその展開を最重視する。

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する  

 [参考書等]
  （参考書）
アドルノ 『楽興の時』（白水社）

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

アドルノ 『ミニマ・モラリア』（法政大学出版）
アドルノ 『啓蒙の弁証法』（岩波書店）
毎回レジメを配布する。なおQuasi una FantasiaはAdorno: Gesammelte Schriften 16に収められている。
 

 [授業外学習（予習・復習）等]
アドルノの任意のテクスト（とりわけ参考書として挙げたもの）を読んでおくことが好ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５０

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期アドルノの音楽エッセイ

 [授業の概要・目的]
博士論文を書く以前の20代のアドルノは、音楽ジャーナリストとして極めて旺盛な活動を行ってい
た。後期には引き続きQuasi una Fantasiaにおさめられたエッセイを扱うとともに、アドルノの初期
エッセイにしばしばあらわれるところの18世紀的エロスへの強い憧憬をミニマ・モラリアを中心に
扱う。なお授業においてはテクストの拙訳を配布するので、ドイツ語の知識は必ずしも必要ではな
い。

 [到達目標]
アドルノの思考の基本パターン（いわゆる否定的弁証法など）を知ると同時に、彼の音楽論で言及
される音楽作品についての基本的知識を身につける。またテクストを一文一文、その綾や間テクス
ト的な暗示や多義性も含め、深く読み込むことを重視する。 

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：ワーグナーとファンタスマゴリーについて
4－6回：キッチュ音楽の神話的性格について 
7－9回： トスカニーニの全体主義的性格ならびに管理社会について
10－12回：マーラーと破綻の美学について 
13－15回： シェーンベルク『モーゼとアロン』と表象されざるものについて

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。評価は到達目標の達成度に基く。独自の工夫が見られるものについては、高い点
を与える。単なる既知情報のまとめではなく、各自の明快な問題意識およびその展開を最重視する。

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配る予定

 [参考書等]
  （参考書）
アドルノ 『楽興の時』（白水社）
アドルノ 『ミニマ・モラリア』（法政大学出版）
アドルノ 『啓蒙の弁証法』（岩波書店）

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

毎回レジメを配布する。なおQuasi una FantasiaはAdorno: Gesammelte Schriften 16に収められている。
 

 [授業外学習（予習・復習）等]
アドルノの任意のテクスト（とりわけ参考書として挙げたもの）を読んでおくことが好ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５１

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 青木　三陽

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中高ドイツ語の文学作品を読む

 [授業の概要・目的]
中高ドイツ語とは11世紀中頃から14世紀中頃にかけての高地ドイツ語のことをいう。中高ドイツ語
を用いて創作された文学作品のうち、特に12世紀末から13世紀初頭にかけては宮廷・騎士文学とい
った世俗文学が興隆を迎え、叙事詩の分野ではハルトマン、ゴットフリート、ヴォルフラムらを、
抒情詩の分野ではヴァルターに代表される宮廷詩人を輩出した。ゲルマンの英雄伝説に基づく『ニ
ーベルンゲンの歌』が統一的な物語にまとめられたのもこの時期である。本講義ではこれら宮廷文
学の諸ジャンルの中から代表的作品を取り上げ、原文で丹念に読んでいく。

 [到達目標]
宮廷文学の世界を様々な側面から観察することで当時の俗人貴族の心性史に迫ることを目標とする。
同時に、中高ドイツ語についての知識を習得する。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のペースで進行するが、受講者の要望によっては若干の変更もありうる。
それぞれのテーマに3回程度の授業を充てる予定である。
1－3回：ミンネザングと箴言詩
4－6回：『ニーベルンゲンの歌』
7－9回：ハルトマン・フォン・アウエ『哀れなハインリヒ』
10－12回：ゴットフリート・フォン・シュトラスブルク『トリスタンとイゾルデ』
13－15回：ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ『パルツィヴァール』

 [履修要件]
現代ドイツ語の資料を用いる授業である。事前にドイツ語を履修しておくことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60％、レポート40％の総合評価とする。
講義形式の授業ではあるが、セメスター後半には一人一詩節程度で調査、発表を行ってもらう。平
常点はその発表の精度が重要視される。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
セメスター後半にはテクストの中から一人数行程度の調査・発表を行ってもらう。授業に臨むに当
たってはその準備が必須である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５２

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（１）   

 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。 

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。  

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
１　博士後期課程１回生による研究発表： 
　　前年度に提出した修士論文の内容の報告。【２～３週】 
２　修士課程１回生による研究発表： 
　　前年度に提出した卒業論文の内容の報告。【２～３週】 
３　博士後期課程２・３回生による研究発表： 
　　博士論文作成に向けての中間報告。【２週】 
４　修士課程２回生による研究発表： 
　　修士論文作成に向けての中間報告。【８週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５３

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（２）   

 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。   

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。   

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
１　修士課程２回生による研究発表： 
　　修士論文の中間報告。【４週】 
２　学部４回生による研究発表： 
　　卒業論文の中間報告。【２週】 
３　博士後期課程１～３回生による研究発表： 
　　博士論文作成に向けての中間報告。【４～５週】 
４　修士課程１回生による研究発表： 
　　修士論文作成に向けての中間報告。【２～３週】 
５　学部３回生による研究発表： 
　　卒業論文作成に向けての中間報告。【２週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。  
 

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５４

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  動物と文学

 [授業の概要・目的]
ホフマンの『牡猫ムルの人生観』やカフカの『変身』などの作品にみられるように、近現代のドイ
ツ語圏の文学において、動物というモティーフは重要な役割をはたしている。昨年刊行された下記
のハンドブックのなかから、「動物と文学」にかんする章を抜粋して読みながら、文学における動
物表象の意味とその歴史的変遷について考えてみたい。

Roland Borgards(Hg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Metzler 2015.

 [到達目標]
文化研究としての文学研究の手法を学ぶと同時に、ドイツ語で書かれた学術論文の読解力を高める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　動物と文学にかんするこれまでの研究状況と参考文献を紹介する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを精読すると同時に、そこで言及されている作品や著作についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５５

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  幻想文学のモティーフ史

 [授業の概要・目的]
18世紀以降のドイツ語圏の文学において、幻想文学はその主要なジャンルの一つをなしている。近
年刊行された下記のハンドブックのなかから、幻想文学のモティーフにかんする項目を抜粋して読
みながら、そうしたモティーフの文学史的意義とその変遷について考えてみたい。

Hans Richard Brittnacher/Markus May(Hg.): Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Metzler 2013.

 [到達目標]
モティーフ史による文学研究の手法を学ぶとともに、ドイツ語で書かれた学術論文の読解力を高め
る。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　幻想文学にかんするこれまでの研究状況と参考文献を紹介する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　下記のようなモティーフを取り上げ、それぞれについて３～４週の授業時間をあてる予定だが、
受講者の興味と関心に応じて変更することもある。
　１　幽霊
　２　人造人間
　３　ドッペルゲンガー
　４　吸血鬼
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５６

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  児童文学とポップカルチャー

 [授業の概要・目的]
　児童文学研究という営みは、「どんな本を子どもに読ませるべきか」という問いと切り離せない。
だが今日、テレビ視聴やビデオゲーム、インターネット閲覧やスマートフォンによる通信などから
なる多様なメディア環境の中で、（紙媒体の）本を読むという行為自体が子どもの娯楽にとって周
縁的なことがらとなっている。その現実を前に、研究者はポップカルチャーと児童文学の関係、あ
るいはポップカルチャーの中の児童文学の位置をどのように考えるべきだろうか。この問題につい
て、ドイツにおける最新の議論を参照しながら考察する。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。必要に応じて、小説作品
や詩作品も視野に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第１回　問題の所在
第２～５回　歴史的視点：ドイツにおける「俗悪」論争
第６～９回　メディアミックスと文学市場の問題
第10～12 回　新メディアと児童文学
第13 ～15回　日本における状況との比較

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５７

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  児童文学とポップカルチャー

 [授業の概要・目的]
　児童文学研究という営みは、「どんな本を子どもに読ませるべきか」という問いと切り離せない。
だが今日、テレビ視聴やビデオゲーム、インターネット閲覧やスマートフォンによる通信などから
なる多様なメディア環境の中で、（紙媒体の）本を読むという行為自体が子どもの娯楽にとって周
縁的なことがらとなっている。その現実を前に、研究者はポップカルチャーと児童文学の関係、あ
るいはポップカルチャーの中の児童文学の位置をどのように考えるべきだろうか。この問題につい
て、ドイツにおける最新の議論を参照しながら考察する。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。
取り上げるテーマとテキストについては、受講者の希望を考慮しつつ決定する。

第１回　前期の復習と今期の課題の設定
第2～14回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５８

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Adaptation & Appropriation

 [授業の概要・目的]
Julie Sanders, Adaptation and Appropriationを教科書にして、adaptationとappropriationという相互に関
連する概念とこれらに関する批評理論について検討する。

 [到達目標]
・文学・文化研究の手段としてのadaptationとappropriationについての知識を習得する。
・これらの概念と理論をテクスト分析に使うことができるようになる。

 [授業計画と内容]
上記教科書のIntroductionと1-5章を授業では扱う。

第1週　教科書の紹介と、adaptation, appropriationという概念の概要の紹介。

第2 - 14週
Introductionと1-5章の解説。導入部分で用語の説明をした後、教科書に出てくる具体例に基づいて、
adaptationとappropriatonのあり方を検討していく。

教科書で扱われている作品は多岐に渡るので、その全てを読んだり見たりすることは求めないが、
そのうちの幾つかには実際に触れてみることが要求される。

受講者が持つ予備知識によって進度は変化するので、以下はおおよその予定である。

第2週　Introduction
第3-5週　第1-2章
第6-8週　第3章
第9-11週　第4章
第12-14週 第5章

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各章の解説が終わるごとに提出を求めるレポートにより評価する。レポートの詳細については授業
の中で指示をするが、当該章の内容について、各人が選んだ英米文学作品に即して具体的に論じた
内容のレポートを求める予定でいる。

 [教科書]
Julie Sanders 『Adaptation and Appropriation (The New Critical Idiom) 2nd edition』（Routledge）ISBN:
978-1138828995（First editionを所持している場合は、そちらでも構わない。）

 [参考書等]
  （参考書）
Linda Hutcheon 『A Theory of Adaptation, 2nd edition』（Routledge）ISBN:978-0415539388

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前には、丹念に辞書を引いて教科書を読み、その内容を把握することが求められる。授業後に
は、教科書に書かれた内容を実際の作品について考察し、レポートとして提出することが求められ
る。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１５９

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史小説について

 [授業の概要・目的]
英文学史においては、歴史小説はウォルター・スコットによって創出されたとされる。この授業で
は、このジャンルに属する有名なイギリスの小説をいくつか（アメリカと日本の例も加えて）具体
的に検討し、歴史小説の理論にも触れつつ、このジャンルにかかわる諸問題を考察する。 

 [到達目標]
歴史小説に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2～3回　Walter Scott; Waverly, Ivanhoe 
第4～5回 Charles Dickens; Barnaby Rudge, A Tale of Two Cities 
第6回 Robert Louis Stevenson, The Master of Ballantrae　 
第7回　Robert Graves, I Claudius 
第8回 John Fowles, The French Lieutenant's Woman 
第9回 Hilary Mantel, Wolf Hall 
第10回　Margaret Mitchell, Gone with the Wind 
第11回　森鴎外、遠藤周作 
第12～14回　歴史小説の理論 

フィードバックは、研究室で授業に関連する質問に答える形で行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末レポートによって評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
望まれる予習、復習については授業中に説明する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６０

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも屈指の名作と評価されるF. Scott FitzgeraldのThe Great Gatsby(1925
年）を精読し、作品解釈を試みる。

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
　The Great Gatsbyは、アメリカ文学のみならず世界各国でFitzgeraldの名声を確立した小説である。
出版以来さまざまな解釈がなされてきたが、いまだに読者を魅了し続けている。
　授業では、毎回１章かそれ以上を読解する。豊富な視覚教材も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に解釈する。

 [教科書]
F. Scott Fitzgerald 『The Great Gatsby (Penguin Modern Classics)』（Penguin）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
　オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13:00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡され
たい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６１

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する。

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも名作The Great Gatsby(１９２５年）によって特異な地位を占める
作家F. Scott Fitzgeraldのいくつかの短編小説を精読し、作品解釈を試みる。

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
　F. Scott Fitzgeraldのたくさんの短編小説の中から、"The Ice Palace"(Flappers and Philosophers収録）、
"The Jelly-Bean"(Tales of the Jazz Age収録）、"Babylon Revisited"(Taps at Reveille収録）などを読む。
　授業では、毎回数ページを精読する。視覚資料も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
　授業中にテキストをハンドアウトの形で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
　オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13：00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡さ
れたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６２

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や、近刊の論文集を中心とし、受講者各
自の興味関心に応じ、英語論文を各回1本ずつ取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内
容について、全員でディスカッションを行う。論文の担当は、初回授業で割り当てる。1本の論文
（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する予定。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６３

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６４

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(1)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　英語以前(1)  インド・ヨーロッパ語としての英語
第3回　英語以前(2)  ゲルマン語としての英語
第4回　古英語文法概観
第5回～　原典テキストの講読
　・聖書（新約・旧約）
　・年代記
　・Ælfricの散文入門

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６５

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(2)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。（前期からの継続）

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　原典テキストの講読
　・Ælfricの散文（King Edmund他）
　・初期West-Saxon方言のテキスト
　・West-Saxon方言以外のテキスト

※進捗状況に応じて、新たな材料を追加することがあります。

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６６

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  サミュエル・ジョンソン『ラセラス』と地理学的想像力

 [授業の概要・目的]
サミュエル・ジョンソンの『ラセラス』(1759)は主人公ラセラスがアビシニア(エチオピア）の「幸
福の谷」を出奔して旅する中で「人生の選択」を行う物語である。ジョンソン唯一の小説である本
作は日本では明治時代から読み継がれてきた。本講義は本作を精読すると共に、ジョンソンの他の
旅行記（『スコットランド西方諸島の旅』など）を参照しながら、その地理学的想像力を解き明か
すことを目的とする。

 [到達目標]
文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質な
ど、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。本講義では、『ラセラス』を例に、このような
読みを試みることで、基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。

 [授業計画と内容]
『ラセラス』は短い作品なので、１学期に全作を精読する。ページ数を授業回数で割って着実に進
んでいく。適宜ジョンソンの他の作品も参照する。講義であるから受講生を授業中に指名して意見
を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、質問
や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

 [教科書]
Samuel Johnson 『The History of Rasselas: Prince of Abissinia』（Oxford Univ Pr (T); Reprint版 (2009/06)）
ISBN:978-0199229970

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６７

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 里内　克巳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『トム・ソーヤーの冒険』を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカの作家Mark Twain(1835-1910)の代表作_The Adventures of Tom Sawyer_ (1876)を精読しつつ、
トウェインの主要作品・生涯と時代背景を理解する。

 [到達目標]
●英語で書かれた小説を精読＝通読し、文体上の特徴、叙述の進め方、レトリック上の工夫などに
ついて説明できる。
●文学者トウェインの主要作品を実人生と関連づけながら説明できる。
●南北戦争後の19世紀アメリカ文学史の概略や、同時期の青少年向けの物語作品の系譜について説
明できる。
●読んだ英文の内容や、読むことを通して得た洞察や問題意識を、分かりやすくかつ効果的に他の
人に伝え、共有することができる。

 [授業計画と内容]
この授業では、_Adventures of Huckleberry Finn_(1885)と共にマーク・トウェインが書いた小説の中
で最もよく知られた作品である_The Adventures of Tom Sawyer_を取り上げる。ペーパーバック版に
して約260頁の分量がある作品だが、これを毎回およそ20～25頁程度のペースで読み進め、学期中
に読み切る。毎回の授業では、割り当てられた章の内容について受講者全員に質問しつつ確認を行
なった後、細部の検討や解釈に関する意見交換へと移る。これが授業の中心的な活動となるが、同
時に他のトウェイン作品――特に本小説の続編的性格を持つ一連の作品群――との関連や、19世紀
における子供向けの文学ジャンルの形成過程などに関して、教員が受講者に説明を行なっていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80点＋学期末レポート20点により評価する。
平常点とは、出欠・発表・授業参加の仕方を総合したもので、基本的に減点法で評価を行う。学期
末レポートについては、授業が半分まで進んだ６月に詳細を通知するが、授業での学びを振り返る
と共に、自身で調べ考察したことを盛り込むようなエッセイ・ライティング（日本語ないしは英語）
の課題となる予定である。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Mark Twain 『The Adventures of Tom Sawyer』（Modern Library）ISBN:978-0-37-5756818
上記の本をテキストとして使用する。それ以外の参考書・文献は授業時に適宜紹介される

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://bancroft.berkeley.edu/MTP/(カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館が運営してい
る“Mark Twain Papers & Project”)

 [授業外学習（予習・復習）等]
上述したように、毎回の授業では、平均して20～25ページ程度のペースで上記のテキストを読み進
めていく。指定された範囲をあらかじめきちんと読み、自分なりに理解したうえで授業に臨むのが
大前提となる。英語を読み慣れない受講者の場合、おそらく１回の授業につき６時間前後（あるい
はそれ以上）の準備時間が必要になるので、毎週の授業外での学習計画をよく考えて立てる必要が
ある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けられていない。授業時間外で質問・相談したいことがあれば、電子メールで
連絡できる。　
　satouchi@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６８

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部　准教授 藤井　光

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  死者たちの現代アメリカ文学

 [授業の概要・目的]
文学の根本命題の一つとして、「死者」とどのような関係を取り結ぶか、という問題があり、現代
文学もその問いと無縁ではない。戦争から経済問題まで、さまざまな局面で文学作品に登場する「
死者」を主題として、現代アメリカ作家を中心とする短篇小説を読むことで、生者が物語を語るこ
とにどのような意味があるのかを検討する。

 [到達目標]
「死者」を描くことが、生者の現在のアイデンティティを問うことになるという出発点を共有した
うえで、各物語において問題化されている「死者」とは何を描こうとしているのかを理解できるよ
うになること。さらには、現在において語られる物語が、蘇らせられる過去にどのような態度を見
せているのかを理解できるようになること。

 [授業計画と内容]
一人の作家に一週を割く。
第一回 イントロダクション
第二回  Tim O'Brien "The Lives of the Dead"
第三回  Raymond Carver, "So Much Water So Close to Home"
第四回  Tamas Dobozy, "The Encirclement"
第五回  Rebecca Makkai, "The Worst You Ever Feel"
第六回  Laura van den Berg, "Antarctica "
第七回  Adam Johnson, "Nirvana"
第八回  Daniel Alarcon, "The Bridge"
第九回  Louise Erdrich, "Domain"
第十回  Aya Rabah, "Scars"
第十一回  Hassan Blasim, "The Army Newspaper"
第十二回  Steven Millhauser, "Phantoms"
第十三回  Manuel Gonzales, "Life on Capra II"
第十四回 レポート作成にあたっての質疑 
第十五回 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点70%(各作品についての発表およびディスカッションを評価する)、期末レポート30%(英文・
和文どちらでも可)。レポートの内容については授業時に指示する。

 [教科書]
適宜プリントを配布する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、疑問点などを整理してくること。

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１６９

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部 出口　菜摘

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英米詩を読む

 [授業の概要・目的]
このクラスの目的は、英米詩の読解を通じて、言葉の性質やその働きについての理解を深めること
である。特に以下の3点にテーマを絞り、作品を考察する。①「見る」ことのメタファー②作品に
描かれる「目」と「視線」③女性詩人によるヴィジョンの見直し。これら３点について、作品のテ
ーマや詩人の伝記的背景、当時の社会状況を踏まえて考える。取り上げる作品は小テーマごとで年
代順ではない。

 [到達目標]
 目"eye"（認識、理解、眼差、世界観、「私」）に焦点をあてて英米詩を読むことで、言葉の働き
についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
１．Introduction 
２．Ralph Waldo Emerson
３．William Wordsworth 
４．Walter Whitman
５．William Shakespeare 
６．John Donne
７．John Donne 
８．Emily Dickinson  
９．Emily Dickinson 　 
10．H. D.
11．Sylvia Plath
12．Adrienne Rich
13．Adrienne Rich
14．Anne Sexton 
15. Review

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
初回授業でプリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品を精読し、問題点や全体のテーマについて自分の考えをまとめておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７０

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, particularly those 
skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

 [到達目標]
Our goal is simply to achieve a marked improvement in the writing skills of each student in the class. 

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be composed of three sessions during which various skills necessary for 
writing cogently in English will be addressed. Each class will open with a warm-up session devoted to 
practical exercises that are designed to review the basic grammar and usage required for effective writing. 

In the second session of each class, the instructor will introduce a brief reading pertinent to the goals of the 
class. These readings will generally be excerpts of film or literary criticism, or newspaper columns and 
reviews concerned with language, writing and the arts. Students will be asked to read, analyze, and discuss 
these examples in class. These readings will serve as models for later student efforts and will provide students 
an opportunity to examine how sophisticated arguments are structured and facts are presented.
 
The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing exercises. Students will be assigned specific writing tasks each week. Students may, 
however, choose to work on revising previously completed writing or works in progress in place of the topics 
assigned by the instructor.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).

 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
No special preparation is required for participation in the class.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７１

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism. 

 [到達目標]
Our goal is to achieve a marked improvement in the writing skills of each student in the class. 

 [授業計画と内容]
This course is intended primarily for students who have previously composed academic papers in English and 
wish to polish their early work or to embark on new writing projects. The structure of individual class 
sessions will resemble that in the spring elementary course. 
 
Each meeting of the class will be composed of three sessions during which techniques required for writing 
cogently in English will be addressed. The first portion of the class will begin with a session devoted to 
reading and analysis of a superior example of writing by a well-known author. These readings will serve as 
models for student efforts and will provide students an opportunity to examine how sophisticated arguments 
are structured and facts are presented. 

The second portion will focus on building appropriate vocabulary for academic writing in the humanities and 
distinguishing levels of formality in written language.

The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing projects of their own choosing. Students will receive individual guidance on revising 
and editing previously submitted passages of their writing.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).
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英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７２

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （１）

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。

 [到達目標]
During the first semester, we look at Larkin's poetic technique in comparison with Hardy, learning to 
recognize key features of their diction, prosody and style. What makes these poets unique? How do they 
differ from each other?

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER

[1] course introduction

[2] Thomas Hardy, 'The Selfsame Song' (1922), and Philip Larkin, 'The Trees' (1967)

[3] Philip Larkin, 'Home Is So Sad' (1964) and Thomas Hardy, 'At the Piano' (1917)

[4] Thomas Hardy, 'An August Midnight' (1899) and 'During Wind and Rain' (1917)

[5/6] Philip Larkin, 'The Whitsun Weddings' (1957)

[7] Philip Larkin, 'The Mower' (1979) and Thomas Hardy, 'The Blinded Bird' (1916)

[8] Thomas Hardy, 'Neutral Tones' (1867)

[9] Philip Larkin, 'Wild Oats' (1963)

[10] Dylan Thomas, 'Do Not Go Gentle Into That Good Night' (1937)

[11] Thomas Hardy, 'Drummer Hodge' (1899) and Philip Larkin, 'MCMXIV' (1960)

[12] Philip Larkin, 'For Sidney Bechet' (1956)

[13] Thomas Hardy, 'The Darkling Thrush' (1900)

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

[14] Philip Larkin, 'This Be The Verse' (1971) and Robert Louis Stevenson, 'Requiem' (1887)

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間課題（25％）、および学期末試験（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７３

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （2）

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。

 [到達目標]
During the second semester, we broaden our study of poetic presences within Larkin's poetry to look at poets 
as diverse as Marvell, Betjeman and Auden. The focus of the course is less on technical analysis and more on 
historical and thematic appreciation with a 3,000 word essay to be written at the end. What is Larkin's place 
in the English poetic tradition, and what (if anything) is he telling us?

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER

[1] extract from Kingsley Amis, 'Lucky Jim' (1954)

[2] Donald Davie, 'Autumn Imagined' (1963) and Kingsley Amis, 'Wasted' (1973)

[3] W.B. Yeats, 'The Dawn' (1916) and Philip Larkin, 'Dawn' (1945)

[4] Philip Larkin, 'An Arundel Tomb' (1956)

[5] W.H. Auden, 'September 1, 1939' (1939)

[6] interview with Philip Larkin, 'The Art of Poetry' ('The Paris Review', 1982)

[7] Philip Larkin, 'Sad Steps' (1968) and Philip Sidney, Sonnet 31, 'Astrophel and Stella' (circa 1581)

[8] Philip Larkin, 'Aubade' (1977)

[9] Andrew Marvell, 'To His Coy Mistress' (circa 1649)

[10] Philip Larkin, 'Deceptions' (1950) and William Shakespeare, Sonnet 129 (1609)

[11] John Betjeman, 'Slough' (1937)

[12] Philip Larkin, 'Going, Going' (1972)
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[13] Carol Ann Duffy, 'Anne Hathaway' (1999)

[14] Philip Larkin, 'Born Yesterday' (1954)

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間レポート（25％）、および学期末レポート（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７４

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部　准教授 LAMBERT， Raphael

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  African American Literature: Ralph Ellison's Invisible Man (1952)

 [授業の概要・目的]
Ralph Ellison's Invisible Man (1952) holds an enviable place in the pantheon of world literature. In this 
course, we will consider the novel in the context of African American history (e.g., the legacies of slavery), 
culture (e.g., the influence of jazz and religion), and literary tradition (e.g., the debt to slave narrative). We 
will also expand our analysis toward key topics such as existentialism, psychoanalysis, and Marxism, and 
explore motifs as varied as invisibility, urbanization, and modern segregation. The ultimate objective of this 
course is for students to understand the essential role African American literature and culture play in the 
United States. 

 [到達目標]
The purpose of the course is to help students hone their analytical skills. Through a close reading of Ellison's 
seminal text, students will write weekly responses in which they demonstrate their ability to develop a 
convincing argumentation. While the course emphasizes methodology, it really aims for students to create 
their own knowledge of the text so as to become proficient readers and thinkers. 

 [授業計画と内容]
Week 1: General Introduction on Ralph Ellison
Week 2: Main Themes in Invisible Man + Short excerpt practice
Week 3: Response Writing Methodology + practice
Week 4-5: Prologue (weekly responses)
Week 6-10: Chapter 1 - 11 (weekly responses)
Week 11-14: Chapter 12 - 23 (weekly responses)
Week 15: Epilogue

 [履修要件]
Attendance is compulsory.
No more than 3 absences are tolerated.
Tardiness is not an option.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
The course will be entirely based on weekly responses and in-class participation.

A response is about 300-350 words in length.

In-class participation: 30%
Weekly responses: 70%
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 [教科書]
Ralph Ellison 『Invisible Man (1952)』（Penguin Modern Classics, 2001）ISBN:ISBN-10: 0141184426 （
Available in paperback version on Amazon.jp for about 1,905 yen）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly reading assignment: about 30 pages.
Responses: based on the weekly reading assignment.
Preparation time will depend on each student. 
estimate reading + response writing: 2-3 hours per week.
Response writing implies: reading + brainstorming + outlining + writing + proofreading.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７５

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史社会言語学入門

 [授業の概要・目的]
　Historical Sociolinguistics（Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg編）等の研究書および論文
を読みながら、英語の史的変化と社会の関係を議論します。

 [到達目標]
　英語史のなかでも比較的変動が大きかった初期近代英語期（1500年～1700年頃）を中心に具体例
を取り上げ、言語変化には言語内的要因ばかりでなく言語をとり巻く社会環境が影響することを理
解します。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・指定した参考図書（主に図書館のものを利用）及び論文の講読
・言語調査のための資料についての検討
・テーマごとに1名以上からなるグループによるプレゼンテーション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(70%)、簡易なレポート(30%)によって評価を行います。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg（編） 『Historical Sociolinguistics』（Longman）
高田博行, 渋谷勝己, 家入葉子（編著） 『歴史社会言語学入門―社会から読み解くことばの移り変わ
り』（大修館書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　プレゼンテーションは集中講義期間内に、レポートは授業終了後に提出することになります。プ
レゼンテーションの準備を短時間で行うことが必要になりますので、期間中はできるだけ集中して
授業の準備をする時間を確保するようにしてください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７６

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Johan van der Auwera

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  English as a Germanic Language

 [授業の概要・目的]
The course focusses on the properties that set English apart from its Germanic sister languages, primarily, but 
not exclusively, the West Germanic languages German and Dutch.  More generally, it will illustrate the field 
of contrastive linguistics, its methodology, and its relation to the linguistics of just one language and to 
typology, and it will thus be relevant for the study of other groups of languages too. The focus is synchronic 
but for some aspects of the variation within Germanic a diachronic perspective is essential. The course will 
proceed as a critical reading of sections of a classic in the field of contrastive linguistics, viz. Hawkins, John 
A. (1986) A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. London: Croom Helm. 
This book uses the generative terminology and framework in the mid-eighties, but it is sufficiently descriptive 
and it allows a modern non-generative reader to abstract from the outdated and/or generative details. 
Following the outline of this book, the course deals with nominal morphology, basic word order, syntactic 
and semantic functions, raising and other dislocation structures and the positioning of the verb.

 [到達目標]
The goals of the course are the following:
1. To introduce the student to the field of contrastive linguistics, with special attention to its relation to 
typology and the linguistics of just one language.
2. To illustrate the close relation between synchronic and diachronic linguistics.
3. To gain an insight in what sets English apart from its closest relatives.
3. To offer training in the critical reading of classic texts.

 [授業計画と内容]
The course consists of 8x90-minute sessions, 2 sessions per day over 4 days. The sessions will consist of 
lectures.

Day 1, Session1: Contrastive linguistics
Day 1, Session 2: Nominal morphology
Day 2, Session 3: Word order freedom
Day 2, Session 4: Grammatical relations
Day 3, Session 5: Raising Extraction and Pied-Piping
Day 3, Session 6: Extraposition
Day 4: Session 7: Verb-second and Verb-first structures
Day 4: Session 8: Written exam

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
The course requires a fairly good command of spoken and written English. It is crucial to stress that the 
command of Germanic languages other than English is not required. All materials from languages other than 
English will be accompanied by glossing and/or a translation.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will take responsibility for presenting some of the ideas in Hawkins (1986) in class. This will count 
for 30 % of the grade. The written exam in the last session will count for 70 %.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Hawkins, John A.  『A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts.(1986) 』（
Croom Helm）
König, Ekkehard & Volker Gast  『Understanding English-German Contrasts. (2012) 』（Schmidt）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course will require advance reading of some of the chapters in Hawkins (1986) as well a preparation of 
in-class presentations.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７７

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　　　
人文社会系研究科 名誉教授 柴田　元幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学紹介

 [授業の概要・目的]
現代アメリカの文学作品を講読し、アメリカ文学全般に関する講義を聴き、ワークショップで翻訳
等を実践する。

 [到達目標]
現代アメリカ文学を広い文脈で考える習慣を身につける。

 [授業計画と内容]
１　講義（現代アメリカ文学概論）
２　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）１
３　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）１
４　講義（アメリカ文学全般特殊講義）１
５　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）２
６　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）２
７　ワークショップ１
８　講義（アメリカ文学全般特殊講義）２
９　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）３
10　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）３
11　ワークショップ２
12　講義（アメリカ文学全般特殊講義）３
13　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）４
14　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）４
15　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
人数が少なければ、100%授業参加度で評価する。
人数が多ければ、小テスト、小レポート等、適宜考える。

 [教科書]
授業開始数週間前にテキストを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業開始数週間前に配布されるテクストを読んでくる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７８

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『Romola』精読

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
George Eliot (1819-1880)は19世紀英国を代表する著名な作家であり、『Romola』(1863)は彼女の他の
作品とは一風異なる野心的な歴史小説である。ペーパーバックで700ページになんなんとする長編
だが、これを前期・後期で通読する。そのためには当然ながら1回の授業で相当な分量を読みこな
すことが必要になってくる。慣れるまでは毎回3ページ程度のペースで進み、これを4回ほど行った
後は、1回の授業でカバーする分量を15～20ページ程度に増やす。その際授業時間内で精読するの
はやはり3ページほどで、残りのページについては質問を受け、適宜解説を加える。

 [履修要件]
後期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
George Eliot 『Romola』（Penguin）ISBN:978-0140434705

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１７９

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『Romola』精読   

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。 

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
George Eliot (1819-1880)は19世紀英国を代表する著名な作家であり、『Romola』(1863)は彼女の他の
作品とは一風異なる野心的な歴史小説である。ペーパーバックで700ページになんなんとする長編
だが、これを前期・後期で通読する。そのためには当然ながら1回の授業で相当な分量を読みこな
すことが必要になってくる。エリオットの英語に慣れてきたはずなので、ペースを上げて、毎回5
ページ程度を精読し、1回の授業でカバーする分量を20～30ページ程度に増やす。その際授業時間
内で精読できない個所については質問を受け、適宜解説を加える。

 [履修要件]
前期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
Charles Dickens 『A Tale of Two Cities』（Penguin）ISBN:978-0141439600

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８０

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　以下のような作業の組み合わせにより行います。
・教科書として指定した English Historical Pragmatics を講読する。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・教科書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。
・必要に応じて、参考図書を講読する。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
Andreas H. Jucker & Irma Taavitsainen 『English Historical Pragmatics』（Edinburgh University Press.）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Susan Fitzmaurice & Irma Taavitsainen 『Methods in Historical Pragmatics』（Mouton de Gruyter）

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された資料や教科書を読み議論を行う際には、事前に予習を行って、議論に参加できるよう
にしておいてください。詳細は、授業中に指示します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８１

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　以下のような作業の組み合わせにより行います。

・教科書として指定した English Historical Pragmatics を講読する。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・教科書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。
・必要に応じて、参考図書を講読する。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
Andreas H. Jucker & Irma Taavitsainen 『English Historical Pragmatics』（Edinburgh University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Susan Fitzmaurice & Irma Taavitsainen 『Methods in Historical Pragmatics』（Mouton de Gruyter）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmhttp://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(こ
のURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された資料や教科書を読み議論を行う際には、事前に予習を行って、議論に参加できるよう
にしておいてください。詳細は、授業中に指示します。 

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８２

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  As You Like It演習１

 [授業の概要・目的]
William Shakespeare, As You Like Itの精読を通じてShakespeareの演劇言語に慣れると共に、初期近代
イギリス演劇の特徴を考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、Shakespeareのテ
クストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス演劇に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景ならびに初期近代に至る英国演劇史の概説を行い、
併せて、今後の演習の進め方について説明する。

第2-15回　As You Like Itの精読
各受講者に予め担当を割り振る方式によって、As You Like Itを精読し、内容について討論する。場
毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回
の予定を示すことは出来ないが、おおむね、100行程度を読み進めることになる。前期の授業で読
み終えることは不可能であるので、後期は前期の終了箇所から開始する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。

 [教科書]
William Shakespeare 『As You Like It』（Bloomsbury Publishing）ISBN:9781904271222 （Juliet 
Dusinberre, ed.  Arden Third Series）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８３

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  As You Like It演習2

 [授業の概要・目的]
William Shakespeare, As You Like Itの精読を通じてShakespeareの演劇言語に慣れると共に、初期近代
演劇の特徴を考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、Shakespeareのテ
クストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス演劇に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにAs You Like Itの精読
前期終了時までの内容を簡単に振り返った後、テクストの精読をはじめる。

第2-15回　As You Like Itの精読
As You Like Itを精読し、内容について討論する。場毎の難易度の違いによって、また、担当者の習
熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむね、
50-100行程度を読み進めることになる。後期の途中で読み終えた場合は、関連参考文献の購読を予
定している。

 [履修要件]
原則として前期のAs You Like It演習１の受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期か
らの受講希望者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。

 [教科書]
William Shakespeare 『As You Like It』（Bloomsbury Publishing）ISBN:9781904271222（Juliet 
Dusinberre, ed.  Arden Third Series）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８４

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov, Pale Fireを読む（１）

 [授業の概要・目的]
Vladimir Nabokov (1899-1977)の代表作の一つPale Fire (1962)を読む。細部をおろそかにせずテクスト
を丁寧に読みこむ姿勢と、複雑な文学作品を読みこなす力を養うことを目的とする。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部にこだわりつつ小説を読む姿勢を養うこと。Nabokov
の小説世界に親しむこと。

 [授業計画と内容]
　Pale Fireという作品は、詩人John Shadeによる長編詩Pale Fireと、その詩に編者Charles Kinboteが添
えた序文、注釈、索引からなる。前期の演習では、Kinboteによる序文、Shadeの詩のCanto One、お
よびその詩行にKinboteが付した注釈を中心に読む。ただし、そもそもどういう順序で読み進めるべ
きか読者を悩ませるような仕掛けを持つ作品なので、上述の範囲はあくまで目安であり、実際には
範囲外まで足を伸ばしながら読むことになると思われる。授業は訳読と担当者による発表を組み合
わせて行う予定。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション
第２～14週：テクスト講読
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Vladimir Nabokov 『Pale Fire』（Vintage）ISBN:978-0679723424

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８５

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov, Pale Fireを読む（２）

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、Vladimir Nabokov (1899-1977)のPale Fire (1962)を読む。細部をおろそかにせずテク
ストを丁寧に読みこむ姿勢と、複雑な文学作品を読みこなす力を養うことを目的とする。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部にこだわりつつ小説を読む姿勢を養うこと。Nabokov
の小説世界に親しむこと。

 [授業計画と内容]
　Pale Fireという作品は、詩人John Shadeによる長編詩Pale Fireと、その詩に編者Charles Kinboteが添
えた序文、注釈、索引からなる。後期は前期に読み進んだところから先、すなわちShadeの詩の
Canto Two～Fourと、その詩行にKinboteが付した注釈、および索引を読む。ただし前期同様、範囲
はあくまで目安であり、実際にはテクスト各所を行きつ戻りつしながら読むことになると思われる。
授業は訳読と担当者による発表を組み合わせて行う予定。なお、学期末に作品を自由に論じるレポ
ートを提出してもらう。
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
前期の演習と合わせて履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と期末レポート（30％）により評価する。

 [教科書]
Vladimir Nabokov 『Pale Fire』（Vintage）ISBN:978-0679723424

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヴィクトル・ユゴー『ノートル＝ダム・ド・パリ』を読む

 [授業の概要・目的]
1820年代のフランスロマン主義運動において、「歴史」表象は演劇と小説の両ジャンルにとって新
しい創作原理展開の契機となった。本講義では、ロマン主義を牽引した劇作家であるヴィクトル・
ユゴーが１８３１年に発表した歴史小説『ノートル＝ダム・ド・パリ』を、その政治思想、歴史的
視点、演劇的手法、語りの特徴、などの観点から分析し、演劇運動としてとらえられる事の多いロ
マン主義が、１９世紀中葉以降のリアリズム小説の形成にどのように寄与したかを検証する。

 [到達目標]
フランス文学におけるロマン主義の概要を理解し、その美学的価値観や文学的手法がどのように写
実主義小説の作成原理へと展開したかを考察することができる。

 [授業計画と内容]
授業では以下のテーマを取り上げる。　
前期：1　本講義の視座と問題設定　(２～３回)
　　　2. ヴィクトル・ユゴーの文学史的位置づけ　(１～２回）
　　　3.『ノートル＝ダム・ド・パリ』作成の時代背景（１～２回）
　　　4. 作品の概要とテクストの講読　(７～８回）
後期：5. ユゴーの演劇作品と『ノートル＝ダム・ド・パリ』の演劇的構造の比較
　　　　　(５～６回）
　　　6.『ノートル＝ダム・ド・パリ』の語り手の機能(６～７回）
　　　7.まとめと総括

 [履修要件]
フランス語初級を修了していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ルソーの『新エロイーズ』を読む

 [授業の概要・目的]
『新エロイーズ』はルソーの代表作の一つであるとともに、18世紀フランスのベストセラー小説で
もある。日本では読まれることが少ないが、後世に絶大な影響を与えた作品であり、フランス文学
史を知る上で不可欠な作品でもある。この授業では、この作品の中からいくつかの書簡を選んで分
析し、この作品を多面的にとらえることをめざす。特に後半では、『新エロイーズ』のいくつかの
書簡と、ルソーの思想との関連を検討する。

 [到達目標]
ルソーにおける思想と文学創造の関連をとらえることを主眼とするともに、18世紀フランスにおい
て流行した書簡体小説という形式についても考える

 [授業計画と内容]
１回目に全体の紹介をしたのち、前期は作品前半を中心に読み、後期は後半の書簡に重点を置く。
参加者による原文の分析（explication de texte）を中心に授業を進める。

 [履修要件]
中級程度のフランス語読解力があることが望ましい。（それ以上に、フランス語の原文を自分で読
むという心構えが必要。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を重視するが、レポートが課されることもある。

 [教科書]
開講時に指示する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中の発表担当者だけでなく、参加者全員、自分で原文を読むことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８８

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  17世紀フランス文学における「オネットム」の理念

 [授業の概要・目的]
　17世紀のフランスにおける教養ある社交人の理想型である「オネットム」の理念が形成される過
程、またその意味内容の変遷を研究する。
　社交精神が文学に与えた影響と文学作品による同時代の精神世界の形成への寄与という相互作用
に着目し、文学史と文化史を接合する視点を獲得することを目的とする。
　「オネットム」の理念を理解することはフランス文学およびフランス文化を深く理解する上でき
わめて重要である。

 [到達目標]
　イタリアを経由して受容され、実践された人文主義、会話を中心とした社交の作法を通して形成
された「オネットム」の理念とその文化史上の意義（広義の「文学」による社会の洗練＝文明化の
作用）を理解する。また、その理念がキリスト教道徳と折衷されることで変容していく過程を理解
する。 

 [授業計画と内容]
授業では以下のような問題を扱う予定である。 

第1～第2週　「オネットム」の起源－人文主義の遺産、モンテーニュ
第3～第7週　「オネットム」の形成－オノレ・デュルフェ、バルザック、ニコラ・ファレ、スキュ
デリー嬢
第8～第12週　「オネットム」の理想と批判－モリエール、ラ・フォンテーヌ、ラ・ロシュフーコ
ー、パスカル、ラ・ブリュイエール
第13～第15週　「オネットム」とキリスト教道徳、「オネットム」とフランス古典主義

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（３０％）および期末レポート（７０％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１８９

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ラシーヌ『エステル』研究  

 [授業の概要・目的]
　フランス古典主義を代表する劇作家ラシーヌ（1639-1699）が旧約聖書に取材して創作した宗教
悲劇『エステル』（1689）を研究する。
　悲劇作家としてのラシーヌの劇作法の連続性とこの作品によって切り開かれた新境地を理解する。

 [到達目標]
古典悲劇の劇作法を理解する。
17世紀フランスにおける聖書に取材した文学の系譜を理解する。
劇作から離れていたラシーヌが宗教悲劇を創作するに至った事情など17世紀末のフランスの歴史的
背景を理解する。
　
　

 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1週　『エステル』に至るまでのラシーヌの経歴
第2週　17世紀悲劇の潮流と宗教悲劇の系譜
第3週　マントノン夫人とサン・シール女学院　
第4～5週　『エステル』の出典と先行作品
第6～１０週　『エステル』の読解
第11～12週　『エステル』の解釈　　
第13～14週　『エステル』の受容
第15週　まとめ　　

　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発表（３０％）と期末レポート（７０％）

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと、また授業中に読むことのできなかった部分は各自
で読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９０

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Proust et Venise : expérience, écriture, fiction

 [授業の概要・目的]
La ville de Venise joue un roôle majeur dans la formation esthétique de Marcel Proust. L’écrivain français s
’est rendu deux fois à Venise en 1900, il a lu de nombreux ouvrages consacrés à cette ville d’art (ses 
musées, ses peintres, ses édifices religieux et politiques), il la mentionne fréquemment dans sa 
correspondance et dans son oeuvre. Un épisode important d’A la recherche du temps perdu se déroule à 
Venise, sans compter les allusions, les annonces et les rappels qui amplifient encore la résonance de la  "Cité 
des Doges" dans le roman.

 [到達目標]
L’objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants la formation esthétique d’un écrivain majeur, en 
observant comment il a acquis une culture artistique déterminée et comment il l’a integrée dans son oeuvre. 
Le cours sera également une initiation à la rédaction d’un ouvrage critique, à travers des recherches 
ponctuelles, la rédaction de brefs chapitres, ou encore une réflexion sur la composition du livre.

 [授業計画と内容]
Le cours abordera sous la forme de brefs chapitres successifs les différents aspects du rapport entre Proust et 
la ville de Venise. Ces thèmes seront indiqués d’emblée et constitueront un programme de travail.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intéret prononcé pour les études litteraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur les travaux oraux et écrits présentés en cours.

 [教科書]
使用しない
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.
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フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Pour la première séance, il est demandé de lire le "Séjour a Venise" dans Albertine disparue (ou La Fugitive, 
selon les éditions), avant-dernier tome d’A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le texte est 
accessible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Albertine_disparue/Chapitre_III

 

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９１

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Proust et Venise : expérience, écriture, fiction

 [授業の概要・目的]
La ville de Venise joue un roôle majeur dans la formation esthétique de Marcel Proust. L’écrivain français s
’est rendu deux fois à Venise en 1900, il a lu de nombreux ouvrages consacrés à cette ville d’art (ses 
musées, ses peintres, ses édifices religieux et politiques), il la mentionne fréquemment dans sa 
correspondance et dans son oeuvre. Un épisode important d’A la recherche du temps perdu se déroule à 
Venise, sans compter les allusions, les annonces et les rappels qui amplifient encore la résonance de la  "Cité 
des Doges" dans le roman.

 [到達目標]
L’objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants la formation esthétique d’un écrivain majeur, en 
observant comment il a acquis une culture artistique déterminée et comment il l’a integrée dans son oeuvre. 
Le cours sera également une initiation à la rédaction d’un ouvrage critique, à travers des recherches 
ponctuelles, la rédaction de brefs chapitres, ou encore une réflexion sur la composition du livre.

 [授業計画と内容]
Le cours abordera sous la forme de brefs chapitres successifs les différents aspects du rapport entre Proust et 
la ville de Venise. Ces thèmes seront indiqués d’emblée et constitueront un programme de travail.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intéret prononcé pour les études litteraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur les travaux oraux et écrits présentés en cours.
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フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.

 [参考書等]
  （参考書）
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Pour la première séance, il est demandé de lire le "Séjour a Venise" dans Albertine disparue (ou La Fugitive, 
selon les éditions), avant-dernier tome d’A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le texte est 
accessible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Albertine_disparue/Chapitre_III

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９２

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 大浦　康介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文学の近代を問う――フランス・ロマン主義からアヴァンギャルドまで

 [授業の概要・目的]
ロマン主義、象徴主義、アヴァンギャルド（未来派、ダダ、シュルレアリスム）というフランス近
代文学の三大潮流を「自然」の表象、語りの手法、宣言の言説といった観点からとらえ直す。

 [到達目標]
フランス近代文学の代表的作品にふれ、それらを文芸思潮のなかに位置づけるとともに、「文学に
とっての近代とは何か」という問いを掘り下げる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによっては順序や同一テー
マの回数を変えることがある。 
第1～4回　フランス・ロマン主義とそこにおける「自然」の表象について論じる（シャトーブリア
ン、セナンクールを中心に） 
第5～9回　フランス象徴主義を語りの手法という観点から考察する（E. デュジャルダンの「内的独
白」の手法をめぐって） 
第10～14回　フランス・アヴァンギャルドにおける「宣言」の言説を分析し、文学にとっての近代
の意味を考える。 
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポート

 [教科書]
授業中にプリント等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
宇佐美斉編  『 『フランス・ロマン主義と現代』』（筑摩書房）
宇佐美斉編 『 『象徴主義の光と影』』（ミネルヴァ書房）
宇佐美斉編 『『アヴァンギャルドの世紀』』（京都大学学術出版会）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特にない

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 大浦　康介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文学テクストとは何か――受容理論・テクスト理論・フランス構造主義

 [授業の概要・目的]
文学テクストのあり方を「読者」と「読み（受容）」の観点から論じるとともに、文学理論にとっ
てフランス構造主義は何だったのか、それは何をもたらしたのかを考察する。

 [到達目標]
20世紀の主要な文学理論の動向を知り、文学テクストの本質とそれに対する学問的アプローチの方
法について知見を深める。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによっては順序や同一テー
マの回数を変えることがある。 
第1～7回　ラヴレターから文学テクストまでを例にとり、受容理論やテクスト理論を援用しつつ、
テクストが「読める／読めない」とはどういうことかについて考える。 
第8～14回　フランス構造主義の歴史的経緯を解説するとともに、文学理論にとってのその意義を
考察する。 
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポート

 [教科書]
授業中にプリント等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
大浦康介ほか 『講座文学・別巻・文学理論』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特にない

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世　『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴った
『訓令についての考察 Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカテ
リーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著したロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
ここのトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。

① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生 
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1)
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2)
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明：政治行為と歴史過程
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム）
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波
⑫ なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラット
⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由 
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フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程
⑮　まとめ

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『OEuvres completes　III』（Laffont）ISBN:2-221-05723-6（Laurent Versini版
Observations sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波文庫）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-4（
第二章「植民地建設と文明化ーディドロによる「ロシアの文明化」論とその周辺）
H・カレール=ダンコース 『エカテリーナ二世（上・下）』（藤原書店）
その他、授業中に適宜指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語そのものはそれほど難しいもの
ではありません。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世　『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴った
『訓令についての考察 Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカテ
リーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著したロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。 
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。 
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。 

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
ここのトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。 

① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』 
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生 
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価 
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』 
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1) 
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2) 
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論 
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明：政治行為と歴史過程 
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題 
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム） 
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波 
⑫ なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラット
 

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由 
⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程 
⑮　まとめ

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）
 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
 『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『Ouvres completes III』（Laffont）ISBN:9782874950063（Laurent Versini版Observations 
sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波文庫）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-478-
4-326-15436-4（第二章「植民地建設と文明化ーディドロによる「ロシアの文明化」論とその周辺）
H・カレール=ダンコース 『エカテリーナ二世（上・下）』（藤原書店）
その他、適宜授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語そのものはそれほど難しいもの
ではありません。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 稲垣　直樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
飛行機の文学・映像表象――サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、宮
崎駿を巡って

 [授業の概要・目的]
1903年ライト兄弟が人類初の動力飛行（強力な推進力によって揚力を得る「力学的飛行」）に成功
して以来、飛行機はそれ自体の速度という観点においても、また、その技術的進化の速度という観
点においても、文字どおり飛躍的な速度で発達した。ついには、20世紀を特徴づける「超身体的な
時間・空間認識」を日常的に我々に体験させる装置となった。一方、映像は時間・空間の複製を可
能にし、「超現実的な時間・空間認識」を可能にした。飛行機という「超越的な装置」を多くの他
の芸術分野同様、文学と映像芸術は貪欲に取り入れ、ある種未来予見的な表象の糧とした。その表
象の様態を、「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジとも関連づけなが
ら、動的に把握することを探る。 

 [到達目標]
サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、宮崎駿における飛行機の文学・映像表象
について知識を深めるとともに、それらの文学・映像表象を、「近代」のパラダイムと19・20世紀
におけるパラダイム・チェンジとの関連において、比較文学・比較文化・比較文明の視点を交えつ
つ、再認識できるようになる。

 [授業計画と内容]
次のようなテーマを設定して、授業を進める。一つのテーマに１～３週を当てる予定である。 
◇近現代のパラダイムとパラダイム・チェンジ 
◇飛行機の発達の時代区分とそれぞれにおける飛行機のありよう 
◇サン=テグジュペリにおける飛行機 
◇稲垣足穂における飛行機 
◇飛行機を題材とした俳句・短歌・詩 
◇芥川最晩年の飛行機の表象と『暗夜行路』 
◇宮崎駿における飛行機：サン=テグジュペリとの関連において

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験の成績（80点）平常点（20点）により評価する。平常点評価には出席状況、授業への
参加度を含む。 
レポートについては到達目標の達成度（サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、
宮崎駿における飛行機の文学・映像表象についての知識の修得の度合い。それらの文学・映像表象
を、「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジとの関連において、比較文
学・比較文化・比較文明の視点を交えつつ、再認識できるようになる度合い）に基づき評価する。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
稲垣直樹 『「星の王子さま」物語』（平凡社）ISBN:978-4-582-85584-5（（平凡社新書）、2011年
刊、本体価格840円）
プリント配付

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
１～３週が当てられる上記の各テーマについて授業中に指示する方法で基本的な予備知識を得てお
く。各テーマ終了ごとに、授業中に提示される情報および知見について各自考察することで復習す
る。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ペレック『さまざまな空間』を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀フランスの作家Georges PerecのエセーEspèces d'espaces（『さまざまな空間』）をフランス語
原文で読む。「ページ」という作家にとって特権的な空間によって開かれる本書は、「ベッド」「
寝室」…と次第に大きな空間を論じ、ついには「宇宙」あるいは「空間」そのものへと至る。本書
の読みどころのひとつは、ドミニック・ラバテが指摘しているように、ごく個人的な経験を語りつ
つ、それを「誰しもそうであるように」comme tout le monde という魔法の一言によって、集団的経
験へと接続してしまう飛躍にある。読者は、自らの空間体験を想起しつつ、そこに含まれる集団的
次元・普遍的性質へと思いをいたすことになるだろう。フランソワ・ボンなど文学者にも熱烈な支
持者をもつ本書は、建築家や都市学者、アート作家にも愛読者を多くもち、広範な影響を与え続け
ている。昨年、日本で個展が開かれたレアンドロ・エルリッヒもそのひとりである。この授業では、
テクストを厳密に読み解くことから出発しつつ、「文学における空間」、「アートと空間」といっ
たより広いコンテクストを常に意識しつつ、豊穣なテクストを再評価してみたい。

 [到達目標]
・言語遊戯なども含むさまざまな文体のフランス語を正確に読み解けるようになること。
・「ページ」から「世界」にいたるさまざまなスケールの空間が、文学やアートにおいていかなる
思考の素材となってきたかを自分なりに整理できること。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション。授業の進め方、参考文献の紹介など。

第２回～第１４回：Espèces d'espacesの講読。
あまりに煩雑な箇所は割愛することもあるが、基本的には省略せずに読み進める。
前期は「通り」の章まで読むことを目標とする。

第１５回：まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

 [履修要件]
フランス語の文法を学び終えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席と演習への参加姿勢）〔50 %〕および期末のレポート〔50 %〕

 [教科書]
Georges Perec 『Espèces d'espaces』（Galilée）ISBN:9782718605500

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ジョルジュ・ペレック 『さまざまな空間』（水声社）ISBN:4891764953

 [授業外学習（予習・復習）等]
訳読の担当箇所があたっている者は、該当箇所を正確に日本語に訳したうえ、文法事項や解釈上の
難点について、他の受講生に説明できるよう準備しておくこと。また、テクストの内容についても
いくつかのコメントができように用意しておくこと。また、担当箇所があるにもかかわらず無断欠
席をすることは、教員だけでなく授業の参加者全員に迷惑をかけることになるので、決してしない
こと。

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席はやめていただきたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９８

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ペレック『さまざまな空間』を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀フランスの作家Georges PerecのエセーEspèces d'espaces（『さまざまな空間』）をフランス語
原文で読む。「ページ」という作家にとって特権的な空間によって開かれる本書は、「ベッド」「
寝室」…と次第に大きな空間を論じ、ついには「宇宙」あるいは「空間」そのものへと至る。本書
の読みどころのひとつは、ドミニック・ラバテが指摘しているように、ごく個人的な経験を語りつ
つ、それを「誰しもそうであるように」comme tout le monde という魔法の一言によって、集団的経
験へと接続してしまう飛躍にある。読者は、自らの空間体験を想起しつつ、そこに含まれる集団的
次元・普遍的性質へと思いをいたすことになるだろう。フランソワ・ボンなど文学者にも熱烈な支
持者をもつ本書は、建築家や都市学者、アート作家にも愛読者を多くもち、広範な影響を与え続け
ている。昨年、日本で個展が開かれたレアンドロ・エルリッヒもそのひとりである。この授業では、
テクストを厳密に読み解くことから出発しつつ、「文学における空間」、「アートと空間」といっ
たより広いコンテクストを常に意識しつつ、豊穣なテクストを再評価してみたい。

 [到達目標]
・言語遊戯なども含むさまざまな文体のフランス語を正確に読み解けるようになること。
・「ページ」から「世界」にいたるさまざまなスケールの空間が、文学やアートにおいていかなる
思考の素材となってきたかを自分なりに整理できること。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション。前期の内容の総括、後期の展望。

第２回～第１４回：Espèces d'espacesの講読。
あまりに煩雑な箇所は割愛することもあるが、基本的には省略せずに読み進める。
後期は「通り」の章からはじめ、最後の「空間」の章まで読むことを目標とする。

第１５回：まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

 [履修要件]
フランス語の文法を学び終えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席と演習への参加姿勢）〔50 %〕および期末のレポート〔50 %〕

 [教科書]
Georges Perec 『Espèces d'espaces』（Galilée）ISBN:9782718605500

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ジョルジュ・ペレック 『さまざまな空間』（水声社）ISBN:4891764953

 [授業外学習（予習・復習）等]
訳読の担当箇所があたっている者は、該当箇所を正確に日本語に訳したうえ、文法事項や解釈上の
難点について、他の受講生に説明できるよう準備しておくこと。また、テクストの内容についても
いくつかのコメントができように用意しておくこと。また、担当箇所があるにもかかわらず無断欠
席をすることは、教員だけでなく授業の参加者全員に迷惑をかけることになるので、決してしない
こと。

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席はやめていただきたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学１９９

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの作品におけるドレフュス事件の研究 I

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）研究において、歴史記述の問題は、『スワン家の方へ』（
1913）出版百周年および第一次世界大戦百周年関連のシンポジウム、出版物が顕著に示しているよ
うに、近年欧米、日本をはじめとする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなり
つつある。本年度の授業では、初期作品から『失われた時を求めて』へといたる作品群に現れたド
レフュス事件（1894-1906）の分析を通して、文学と歴史、文学と政治のかかわりについて考察を
深めるとともに、草稿読解や歴史学的アプローチなどの文学作品研究の基礎的な技術の習得を目指
す。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。

 [授業計画と内容]
前期の授業では初期作品から1906年までのテクストを扱う。
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。
１．本講義の視座と問題意識【２～３週】
２．プルーストの初期作品に現れたユダヤ像【２～３週】
３．『ジャン・サントゥイユ』の１３断章におけるドレフュス事件【５週】
４．ラスキン時代（1900-1906）のテクストにおける政治と美学【２～３週】
５．総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２００

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの作品におけるドレフュス事件の研究 II

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）研究において、歴史記述の問題は、『スワン家の方へ』（
1913）出版百周年および第一次世界大戦百周年関連のシンポジウム、出版物が顕著に示しているよ
うに、近年欧米、日本をはじめとする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなり
つつある。本年度の授業では、初期作品から『失われた時を求めて』へといたる作品群に現れたド
レフュス事件（1894-1906）の分析を通して、文学と歴史、文学と政治のかかわりについて考察を
深めるとともに、草稿読解や歴史学的アプローチなどの文学作品研究の基礎的な技術の習得を目指
す。 

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。 

 [授業計画と内容]
後期の授業では1907年から『失われた時を求めて』までのテクストを扱う。 
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 
１．「ある親殺しの感情」（1907）と「ルモワーヌ事件」（1908）におけるドレフュス事件の記憶
と反ユダヤ主義【２～３週】 
２．反サント=ブーヴ論から『失われた時を求めて』へ【１～２週】
３．『失われた時を求めて』におけるドレフュス事件、ユダヤ人、反ユダヤ主義【７～８週】
４．『失われた時を求めて』の戦間期における政治的受容【１週】
５．総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０１

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門1

 [授業の概要・目的]
　文学作品を講読しながら、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の初歩を身に
つけていただくのが、本授業の第一の目的です。
　今から約800年も前の言葉を知るということは、それ自体、とても面白く、意義深いことです。
けれども、その言葉を通じて、古い世界に親しむことも、それと同じくらい楽しく興味深いことだ
と言えます。ヨーロッパの中世が暗黒時代だという誤った認識はいまだに根強く残っています。た
しかに、当時の人々が、現代世界とは比べ物にならないほどの困難に直面していたのは事実です。
けれども、キリスト教をはじめとする頑迷な迷信に縛られ、暴力のみが支配する、血の気を失った
悲惨な社会の中で、彼らが生きていたと考えるのは完全な誤りです。
　私が専門とする12-13世紀の文学作品の中では、思いのほか、俗っぽく、そのくせ高貴な香りを
失わず、生き生きと現世を謳歌する登場人物が次々と登場します。そうした中世文学の魅力を、翻
訳ではなく、原語によるテクスト読解を通じて知っていただくのも、また、本授業の大きな目的だ
と言えるでしょう。

 [到達目標]
　現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴を大まかに理解し、与えられたテク
ストを、概ね読解できるようなることが、本授業の到達目標です。

 [授業計画と内容]
　初回は中世の文学と言語についての概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの時に行いま
す。
　一回の授業で読み進めるテクストの分量はそれほど多くはないと予想されますが、毎回の進度を
あらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知
らせします。それにあわせて、予習を行っておいてください（フランス語フランス文学を専攻して
いない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を行います）。原則として、出席全員に毎回数行
ずつの訳読の機会が回ってきます。この方式で、第2回目から最終回までの授業が進行します。

　授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。
また、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読め
るだけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があ
ります。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

 [履修要件]
現代フランス語の学習経験が必要です。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　古仏語のテキストをある程度理解し、テクスト内の言語事実を適切に記述できるかを問う、レポ
ートを課します。

 [教科書]
初回にプリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
　辞書・参考書については初回時に紹介しますが、あらかじめ、下記のサイトで簡便な辞書と文法
書を手に入れておくのも良いでしょう。
　小栗栖のサイト（関連URL情報を参照）で「日本語」、「中世仏語仏文学の世界へようこそ！」
とリンクをたどると、古仏語文法書、Van Daeleの古仏語辞書がダウンロードできます。サイト内を
探索すれば、さらに本格的な辞書も見つかります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/(小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr(BNF, Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)
http://www.atilf.fr/dmf/(Dictionnaire du Moyen Francais (1330-1500))
http://www.anglo-norman.net(The Anglo-Norman Dictionary)
http://www.deaf-page.de/fr/index.php(Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Francais)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備し
ておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
　上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。
古仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場
合が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語
となっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという
経験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。

　質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。また、中世
フランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０２

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門2

 [授業の概要・目的]
　文学作品を講読しながら、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の初歩を身に
つけていただくのが、本授業の第一の目的です。
　今から約800年も前の言葉を知るということは、それ自体、とても面白く、意義深いことです。
けれども、その言葉を通じて、古い世界に親しむことも、それと同じくらい楽しく興味深いことだ
と言えます。ヨーロッパの中世が暗黒時代だという誤った認識はいまだに根強く残っています。た
しかに、当時の人々が、現代世界とは比べ物にならないほどの困難に直面していたのは事実です。
けれども、キリスト教をはじめとする頑迷な迷信に縛られ、暴力のみが支配する、血の気を失った
悲惨な社会の中で、彼らが生きていたと考えるのは完全な誤りです。
　私が専門とする12-13世紀の文学作品の中では、思いのほか、俗っぽく、そのくせ高貴な香りを
失わず、生き生きと現世を謳歌する登場人物が次々と登場します。そうした中世文学の魅力を、翻
訳ではなく、原語によるテクスト読解を通じて知っていただくのも、また、本授業の大きな目的だ
と言えるでしょう。 

 [到達目標]
　現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴を深く理解し、与えられたテクスト
を、ほぼ正しく読解できるようなることが、本授業の到達目標です。 

 [授業計画と内容]
　初回は中世の文学と言語についての概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの時に行いま
す。
　一回の授業で読み進めるテクストの分量はそれほど多くはないと予想されますが、毎回の進度を
あらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知
らせします。それにあわせて、予習を行っておいてください（フランス語フランス文学を専攻して
いない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を行います）。原則として、出席全員に毎回数行
ずつの訳読の機会が回ってきます。この方式で、第2回目から最終回までの授業が進行します。

　授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。
また、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読め
るだけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があ
ります。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
現代フランス語の学習経験が必要です。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
古仏語のテキストを理解し、テクスト内の言語事実を適切に記述できるかを問う、レポートを課し
ます。

 [教科書]
授業中に指示する
初回にプリントを配布します。 

 [参考書等]
  （参考書）
　辞書・参考書については初回時に紹介しますが、あらかじめ、下記のサイトで簡便な辞書と文法
書を手に入れておくのも良いでしょう。
　小栗栖のサイト（関連URL情報を参照）で「日本語」、「中世仏語仏文学の世界へようこそ！」
とリンクをたどると、古仏語文法書、Van Daeleの古仏語辞書がダウンロードできます。サイト内を
探索すれば、さらに本格的な辞書も見つかります。 

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/(小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr BNF(Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)
http://www.atilf.fr/dmf/(Dictionnaire du Moyen Francais (1330-1500))
http://www.anglo-norman.net(The Anglo-Norman Dictionary)
http://www.deaf-page.de/fr/index.php(Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Francais)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備し
ておいてください。 

（その他（オフィスアワー等））
　上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。
古仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場
合が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語
となっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという
経験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。

　質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。 また、中世
フランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 増田　眞
教授 文学研究科 田口　紀子
准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目 Introduction aux méthodes de recherches en littérature française

 [授業の概要・目的]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表とその内容についての議論を通して、研究の方法や作品
分析の手法などを習得し、フランス語での論文執筆に必要な基礎力を形成する。

 [到達目標]
フランス語学・フランス文学の学術論文作成の基本的な方法を理解し、修士論文、研究論文の執筆
のために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表を中心にプログラムを組む。概要は以下の通り。
・書誌目録の作成、資料収集の方法についての概説（第１回）
・修士１回生の卒業論文についての発表（４月－５月）
・修士２回生による修士論文の準備状況の発表（５月－７月）
・修士２回生による修士論文の中間発表（１０月－１２月）
・修士１回生による修士論文の準備状況の発表(１２月-１月）
・学会発表予定者の口頭発表（随時）
・海外の研究者による講演（随時）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique  

 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donne, ainsi que 
la capacité &agrave développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés a rédiger dans le cadre du 
master, notamment leut mémoire.

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Documents fournis en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).  

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique  

 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donne, ainsi que 
la capacité &agrave développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés a rédiger dans le cadre du 
master, notamment leut mémoire. 

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 
 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Documents fournis en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).  

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intéret des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture franccedliaise 
contemporaine. Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la 
discussion et de l'expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel &agrave ; la participation active des &eacute ;tudiants pour fournir et 
exploiter la mati&egrave ;re des d&eacute ;bats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des etudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Les documents seront fournis pendant le cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à consulter plusieurs fois le site internet des principaux 
quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intéret des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités, à condition cependant qu'ils aient 
une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Les documents seront fournis pendant le cours.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
 Avant la première séance, les étudiants sont invités à consulter plusieurs fois le site internet des principaux 
quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d’actualité. 

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０８

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ピエトロ・ベンボ『俗語論』分析

 [授業の概要・目的]
イタリア文学の諸ジャンルの中でも最も重要かつ最も受容の困難な詩的言語の成立に当たって決定
的とも言える重要性を果たした Pietro Bembo の Prose della volgar lingua の読解を通じて、イタリア
文学の本質に迫る。 

 [到達目標]
教員自身の研究に直接結び付く内容の授業であり、履修によってイタリア語イタリア文学の研究の
実際を目にするのみならず、これに自らも参画することが可能である。従って、大学院生および大
学院進学を志す学生にとっての有用性は言うを待たない。

 [授業計画と内容]
活版印刷術の普及に伴って沸き起こった16世紀の《言語論争》に終止符を打つこととに成功したベ
ンボの『俗語論』Prose della volgar lingua の第3巻を講読しつつ、そこで扱われるイタリア語の詩に
関する具体的な指針と、その成立過程を分析する。1525年の初版（Tacuino版）と1538年の第二版（
Marcolini版）、1549年の決定版（Torrentino版）の他、残された唯一の手稿である Vaticano Latino 
3210 を適宜参照する。イタリア文学の持つ精緻性に関心のある学生には奮って参加を呼び掛ける。
また、こうした授業への参加により学部学生との間にも学問的交流が生まれることを期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習はテキストの理解を試みることに尽きる。単に１６世紀の作品であるに留まらず、一般人向け
に書かれたものではないので、内容、文章ともに難解であり、教員にとっても理解は容易でない。
従って読解そのものが授業の第一の目的であり、あらかじめすべてを理解しておく必要はない。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２０９

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Torquato Tassoのインプレーサ論と詩論  

 [授業の概要・目的]
　前年に引き続いて、16世紀後半のイタリアを代表する詩人トルクァート・タッソのインプレーサ
論<Il conte overo de l'imprese>を精読しながら、タッソの創作理論における像の問題を検証する。 

 [到達目標]
　タッソの創作理論における像の概念の重要性について理解を深める。同時にルネサンス期のイタ
リア語散文を正確に読解する力を身につける。 

 [授業計画と内容]
　前期の授業ではタッソのインプレーサ論を精読しながらその特色を確認する。後期の授業では、
タッソの創作理論にも目を向けながら彼のインプレーサ論における像の問題を検証する。17世紀の
文人エマヌエーレ・テザウロのインプレーサ論にもふれる予定である。なおフィードバックについ
ては期末に指示を出す。 

（前期） 
初回　イントロダクション 
第2回～第14回　タッソのインプレーサ論の読解と検証 
第15回　まとめ 

（後期） 
第1回～第10回　タッソのインプレーサ論並びに創作理論における像の概念の検証 
第11回～第14回　エマヌエーレ・テザウロのインプレーサ論の読解、及びタッソのインプレーサ論
との比較検証 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読に基づく授業なので、予習が不可欠。毎回簡単な小テストを行って予習の精度を確
認する。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１０

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Primo semestre: "La terza cantica della Commedia" 

Secondo semestre: "Il romanzo italiano tra Otto e Novecento" 

 [到達目標]
Primo semestre: 
In questo corso verrà affrontata la lettura e l'interpretazione del Paradiso di Dante Alighieri. 

Secondo semestre: 
Il corso si propone di illustrare la storia del romanzo italiano tra i secc. XIX e XX attraverso i vari movimenti 
culturali, nel quadro storico e letterario italiano ed europeo. 

 [授業計画と内容]
Primo semestre: 
Il corso è finalizzato alla lettura di alcuni canti del Paradiso e allo studio tematico, esegetico, filologico e 
metrico del testo. Durante la lezione sarà dato spazio allo studio dell’intertesto, del laboratorio della cantica 
e del contesto storico-culturale in cui nasce. 

Secondo semestre: 
Dopo un'introduzione sull'origine del genere e sulla sua evoluzione a genere di massa, si esamineranno le 
figure dei principali romanzieri italiani, da Manzoni agli autori del secondo Novecento, e si leggeranno 
estratti dai testi, analizzando il linguaggio, le strutture narrative, gli stili e il rapporto finzione/realtà.

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale per ogni semestre, che valuterà l’acquisizione degli 
argomenti svolti durante le lezioni, dei testi e dei saggi previsti, saranno verificate attraverso un esame orale 
in cui si misurerà la capacità di commentare e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo storico-
letterario a cui essi appartengono.

 [教科書]
Dispense consegnate settimanalmente in classe. 

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati.   

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale. È prevista la partecipazione attiva degli studenti. Programma suscettibile di 
cambiamenti.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１１

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana attraverso lo studio dei grandi 
Classici.   

 [到達目標]
La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona conoscenza degli autori e dei periodi della 
letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, critici necessari all’analisi e all’
interpretazione delle opere letterarie.  

 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all’apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda 
metà del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell’analisi metrica, stilistica e retorica, le 
questioni storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni 
di introduzione alla storia della lingua italiana e all’analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana. 
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti.  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione.   

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１２

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　外国語学部　助教 内田　健一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダンヌンツィオ『アルキュオネー』研究

 [授業の概要・目的]
ダンヌンツィオ（1863-1938）の『アルキュオネー』（1904）を様々な観点から研究する。この詩
集は1988年に国家版全集の嚆矢となり、1995年のエイナウディ社『イタリア文学・作品篇』に収め
られている。1971年には言語学者メンガルドが、「『アルキュオネー』は見事な古典として生まれ、
その作者は他者にも自分にも無理や断絶を感じなかった。［…］『アルキュオネー』は技法と語法
の面において、偉大な実験的作品である（そのリズムの斬新さと柔軟さを考えるだけでも）。どれ
ほど鋭く、どのような角度から観察しようとも、そのことは疑いない」とコメントした。

 [到達目標]
文献学的な研究成果を利用しながら、イタリアの詩を文学史・言語史・韻律学などの観点から解釈
できるようになる。

 [授業計画と内容]
『アルキュオネー』は4つの「ディーテュランボス」によって5つのセクションに分かれる。前年度
はセクション3～4だったので、本年度はセクション4～5を題材とし、以下の観点から解説・分析を
行う。各観点には【　】に示した回数を充てるが、その順序は固定したものではなく、授業の状況
に応じて担当者が適切に決める。 
第1回　イントロダクション
　授業の概要の説明
第2回～第14回　『アルキュオネー』の読解
　・エディション（雑誌・新聞、初版、全集版、校訂版）【2回】
　・テクストの生成（下書き、清書、メモ、日記）【3回】
　・典拠（イタリア文学、ヨーロッパ文学、古典文学、辞書・事典）【4回】
　・言語史（擬古主義、ヴァリアント、専門用語、派生語）【2回】
　・韻律学（詩節・詩行・韻の伝統と革新）【2回】
第15回　フィードバック
　期末レポートの講評と授業の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50%）、期末レポート（50%）

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１３

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 天野　惠
准教授 文学研究科 村瀬　有司
特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木1,2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリア文学研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
研究論文執筆のための訓練と準備を目的とする演習である。《勉強》と《研究》の相違を明確に認
識することから始めて、問題の設定と論証のプロセス、それらの表現方法、そして文献目録の作り
方等の細部に至るまでを、学生の行なう実際の研究に沿って学習する。

 [到達目標]
論文提出年次に当たる学生の場合、当該論文を完成させることが目標となるのは当然であるが、そ
うでない者には、発表を聞いて疑問点を見出し質問することによって発表者の研究を支援すること
が求められる。こうした経験を通じて自らの研究においても「何を」「どのように追求し」「成果
をどのように発表」すればよいのかを学ぶことになる。  

 [授業計画と内容]
修士論文ないし研究報告や学術専門誌への投稿を念頭においた研究論文等の計画段階から、各自の
研究テーマについて順次発表し、これに対して教員が具体的な指導を行なうと同時に、他の学生も
また自由に意見を述べつつ具体的な検討を加える。多くの場合、個人作業が中心となる文学研究に
おいては、ともすると個々の学生・研究者が孤立しがちであるが、これは客観性を欠かすことので
きない研究にとって決して好ましいことではない。また、他人の研究を適切に論評することは、自
分の研究能力の向上にダイレクトにつながる。研究者を志す者ならばＯＤに至るまでキャリアの長
短を問わず、誰もがそれぞれ得るところの多い演習である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表前日までに研究室メンバー宛てに研究の要旨をメールにて配布しなければならなし。また、発
表後も、これに関する質問等を全員宛てメールで発信し、各自がこれに対してこちらも全員宛ての
返信メールで意見を出すことにより、オープンな議論を展開する。 

（その他（オフィスアワー等））
原則的には隔週開講の授業であるが、学生の希望があればこれに限定されることなく時間の許す限
り開講する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１４

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリア詩読解

 [授業の概要・目的]
13世紀から近代に至るイタリア文学の中で圧倒的な比重を占めるジャンルは詩である。抒情詩、叙
事詩、風刺詩のみならず戯曲もその多くは韻文で書かれており、19-20世紀にあっても詩の重要性
は失われていないし、散文作品も多くの場合、詩のリズムを念頭において書かれている。
 
作品内容の理解にとどまることなく、リズムを捉えた適切な音読・朗読をすることによって詩を詩
として受容する能力を養うことが本演習の目的である。  

 [到達目標]
母音の長短ではなく、音節の数とアクセントの位置によって創られているイタリア詩の特質を理解
し、さらにそのリズム感覚を身につけることが目標となる。  

 [授業計画と内容]
まず古典的なイタリア詩のリズムを完成させたとされるペトラルカ『カンツォニエーレ』から代表
的な作品を取り上げて、ソネット、カンツォーネ、セスティーナ等の各詩形を、特に韻律に注意し
ながら読解する。 
一行一行の韻律を確認した上で、文構造と基調となるリズムを把握してスムーズな音読・朗読を練
習する。 

ペトラルカに続いてルネサンス期の叙事詩『オルランド・フリオーソ』や、レオパルディ、ダンヌ
ンツィオ、サバなど、近代以降のイタリアを代表する詩人の作品を同じように読んでいく。
 
およそ前期を中世・ルネサンス期のいわゆる古典作品にあて、後期には近代以降の作品を読み進む
予定であるが、いずれの作品においても詩人の狙った効果を具体的に検証していく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
コピー配布

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、使用テキストの作品の内容の理解を心がけると同時に、音節の切れ方および強勢音節
の位置を見出すよう試みることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
予習は必須であるが、詩は一般に散文よりも難解であり、予習の段階ですべてを理解しておこうと
する必要はない。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１５

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代イタリア文学（小説）  

 [授業の概要・目的]
　近現代のイタリア人作家の創作理論と実作品をあわせて精読しながら、各作家の方法論がいかに
実作品に適応されているか（いないか）について検証する。 

 [到達目標]
　近現代のイタリア人作家・作品について理解を深める。文脈を踏まえながらテキストを正確に読
み解く力を身につける。 

 [授業計画と内容]
　以下の作家について創作理論と作品を精読しながら両者の関係を検証する。取り上げる作家の順
番は固定化されたものではなく、必要に応じて入れ替えをする可能性がある。なおフィードバック
については期末に指示を出す。 

（前期） 
初回　ガイダンス（テキスト、評価方法、授業の進め方の確認。並びに取り上げる作家の紹介） 
第2回～8回　Italo Calvino (I) 
第9回～15回 Italo Calvino (II) 

（後期） 
第1回～第8回 Pier Paolo Pasolini (I) 
第9回～第14回　Pier Paolo Pasolini (II) 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テスト・出席点をもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。毎回小テストを行って予習の精度
を確認する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



文献文化学２１６

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(外国人実習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 外人実習

使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana

 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di alcuni racconti 
brevi. 

 [到達目標]
La lettura e l'analisi di racconti brevi di vari autori consentirà allo studente di migliorare le proprie 
competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, sintassi, di ampliare il registro linguistico e 
perfezionare pronuncia e comprensione scritta.  

 [授業計画と内容]
La lettura di alcuni racconti brevi del secondo Novecento di autori noti -  Goffredo Parise, Tommaso Landolfi,
 Dino Buzzati, Italo Calvino, Stefano Benni, etc. - scelti nelle prime lezioni in base al livello di competenza 
linguistica riscontrato.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali. Inoltre, periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere 
individualmente o in gruppo.

 [教科書]
Delle dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
In questo corso è prevista la partecipazione attiva dello studente al quale è richiesto di intervenire nelle 
discussioni di classe e di svolgere settimanalmente dei compiti (lettura ad alta voce del testo e composizione 
di un breve scritto).   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。


