
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

1301 001 系共通科目(国語学) 講義 2-4 2 4 通年 月4 大槻　信 東洋文化学系１

1303 002 系共通科目(国文学) 講義 2-4 2 4 通年 火2 大谷　雅夫 東洋文化学系２

1402 001 系共通科目(中国語学) 講義 2-4 2 2 前期 水5 木津　祐子 東洋文化学系３

1404 002 系共通科目(中国語学) 講義 2-4 2 2 後期 水5 木津　祐子 東洋文化学系４

1406 003 系共通科目(中国文学) 講義 2-4 2 2 前期 火5 緑川　英樹 東洋文化学系５

1408 004 系共通科目(中国文学) 講義 2-4 2 2 後期 火5 緑川　英樹 東洋文化学系６

1502 001 系共通科目(中国哲学史) 講義 1-4 2 2 前期 水4 宇佐美　文理 東洋文化学系７

1504 002 系共通科目(中国哲学史) 講義 1-4 2 2 後期 水4 宇佐美　文理 東洋文化学系８

1602 001 系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸﾘｯﾄ文学) 講義 1-4 2 2 前期 月3 藤井　正人 東洋文化学系９

1604 002 系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸﾘｯﾄ文学) 講義 1-4 2 2 後期 月3 横地　優子 東洋文化学系１０

1702 003 系共通科目(インド哲学史) 講義 1-4 2 2 前期 水4 赤松　明彦 東洋文化学系１１

1704 004 系共通科目(インド哲学史) 講義 1-4 2 2 後期 水4 赤松　明彦 東洋文化学系１２

1802 001 系共通科目(仏教学) 講義 1-4 2 2 前期 月2 宮崎　泉 東洋文化学系１３

1804 002 系共通科目(仏教学) 講義 1-4 2 2 後期 月2 宮崎　泉 東洋文化学系１４

1330 003 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 金1 金光　桂子 東洋文化学系１５

1330 004 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 火3 河村　瑛子 東洋文化学系１６

1331 005 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 須田　千里 東洋文化学系１７

1331 006 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 須田　千里 東洋文化学系１８

1331 007 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木2 佐野　宏 東洋文化学系１９

1331 008 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 佐野　宏 東洋文化学系２０

1331 009 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 長谷川　千尋 東洋文化学系２１

1331 010 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 長谷川　千尋 東洋文化学系２２

1331 011 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月3 永渕　朋枝 東洋文化学系２３

1331 012 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月3 永渕　朋枝 東洋文化学系２４

1331 013 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 乾　善彦 東洋文化学系２５

1331 014 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 乾　善彦 東洋文化学系２６

1331 015 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 山東　功 東洋文化学系２７

1331 016 国語学国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 山東　功 東洋文化学系２８

1331 017 国語学国文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 小林　健二 東洋文化学系２９

1340 018 国語学国文学 演習 3-4 2 4 通年 水2 大谷　雅夫 東洋文化学系３０

1340 019 国語学国文学 演習 3-4 2 4 通年 金5 大槻　信 東洋文化学系３１

1340 020 国語学国文学 演習 3-4 2 4 通年 火4 金光　桂子 東洋文化学系３２

1341 021 国語学国文学 演習 3-4 2 2 前期 木3 寺島　修一 東洋文化学系３３

1341 022 国語学国文学 演習 3-4 2 2 後期 木3 寺島　修一 東洋文化学系３４

1345 023 国語学国文学 卒論演習 4-4 2 4 通年 月1 大谷・大槻・金光・河村 東洋文化学系３５

1350 024 国語学国文学 講読 2-4 2 4 通年 木4 大山　和哉 東洋文化学系３６

1431 005 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火1 井波　陵一 東洋文化学系３７

1431 006 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火1 井波　陵一 東洋文化学系３８
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1431 007 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 道坂　昭廣 東洋文化学系３９

1431 008 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 道坂　昭廣 東洋文化学系４０

1431 009 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 浅原　達郎 東洋文化学系４１

1431 010 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 浅原　達郎 東洋文化学系４２

1431 011 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木1 池田　巧 東洋文化学系４３

1431 012 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木1 池田　巧 東洋文化学系４４

1431 013 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 赤松　紀彦 東洋文化学系４５

1431 014 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水1 赤松　紀彦 東洋文化学系４６

1431 015 中国語学中国文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 水3 木津　祐子 東洋文化学系４７

1431 016 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 小松　謙 東洋文化学系４８

1431 017 中国語学中国文学 特殊講義 3-4 4 2 前期 不定 Mitsuyo Wada-Marciano 東洋文化学系４９

1447 018 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 前期 月2 平田　昌司 東洋文化学系５０

1447 019 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 後期 月2 平田　昌司 東洋文化学系５１

1447 020 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 前期 火4 木津　祐子 東洋文化学系５２

1447 021 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 後期 火4 木津　祐子 東洋文化学系５３

1449 022 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 前期 金2 緑川　英樹 東洋文化学系５４

1449 023 中国語学中国文学 演習 3-4 2 2 後期 金2 緑川　英樹 東洋文化学系５５

1451 024 中国語学中国文学 講読 2-4 2 2 前期 月5 平田　昌司 東洋文化学系５６

1451 025 中国語学中国文学 講読 2-4 2 2 後期 月5 平田　昌司 東洋文化学系５７

1463 026 中国語学中国文学 外国人実習 4-4 2 1 前期 木4 王　ぎえん 東洋文化学系５８

1463 027 中国語学中国文学 外国人実習 4-4 2 1 後期 木4 王　ぎえん 東洋文化学系５９

1463 028 中国語学中国文学 外国人実習 3-4 2 1 前期 木3 王　ぎえん 東洋文化学系６０

1463 029 中国語学中国文学 外国人実習 3-4 2 1 後期 木3 王　ぎえん 東洋文化学系６１

1472 031 中国語学中国文学 語学 2-4 60 4 前期 不定 木津　祐子・緑川　英樹 東洋文化学系６２

1445 032 中国語学中国文学 卒論演習 4-4 隔週2 2 通年 水2 木津・平田・緑川 東洋文化学系６３

1530 003 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 4 通年 金3 宇佐美　文理 東洋文化学系６４

1531 004 中国哲学史 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 市來　津由彦 東洋文化学系６５

1531 005 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 火1 井波　陵一 東洋文化学系６６

1531 006 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 火1 井波　陵一 東洋文化学系６７

1531 007 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 木2 武田　時昌 東洋文化学系６８

1531 008 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 武田　時昌 東洋文化学系６９

1531 009 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 船山　徹 東洋文化学系７０

1531 010 中国哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 船山　徹 東洋文化学系７１

1540 011 中国哲学史 演習 3-4 2 4 通年 水5 宇佐美　文理 東洋文化学系７２

1541 012 中国哲学史 演習 3-4 2 2 前期 火2 吉本　道雅 東洋文化学系７３

1541 013 中国哲学史 演習 3-4 2 2 後期 火2 吉本　道雅 東洋文化学系７４

1541 014 中国哲学史 演習 3-4 2 2 前期 月3 古勝　隆一 東洋文化学系７５

1541 015 中国哲学史 演習 3-4 2 2 後期 月3 古勝　隆一 東洋文化学系７６

1541 016 中国哲学史 演習 3-4 2 2 前期 金2 中　純夫 東洋文化学系７７
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1541 017 中国哲学史 演習 3-4 2 2 後期 金2 中　純夫 東洋文化学系７８

1550 018 中国哲学史 講読 2-4 2 4 通年 金5 宇佐美　文理 東洋文化学系７９

1633 005 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 赤松　明彦 東洋文化学系８０

1633 006 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 横地　優子 東洋文化学系８１

1633 007 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 東洋文化学系８２

1633 008 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 藤井　正人 東洋文化学系８３

1633 009 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 藤井　正人 東洋文化学系８４

1633 011 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 置田　清和 東洋文化学系８５

1633 012 インド古典学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 堂山　英次郎 東洋文化学系８６

1633 013 インド古典学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 高橋　孝信 東洋文化学系８７

1644 015 インド古典学 演習 3-4 2 2 後期 水2 横地　優子 東洋文化学系８８

1644 016 インド古典学 演習 3-4 2 2 後期 火2 赤松　明彦 東洋文化学系８９

1644 017 インド古典学 演習 3-4 2 2 前期 木2 置田　清和 東洋文化学系９０

1644 018 インド古典学 演習 3-4 2 2 後期 月2 未定 東洋文化学系９１

1644 019 インド古典学 演習 3-4 2 2 前期 月4 志賀　浄邦 東洋文化学系９２

1643 020 インド古典学 演習 2-4 2 4 通年 火5 河村　悠人 東洋文化学系９３

1644 021 インド古典学 演習 2-4 2 2 前期 木4 山口　周子 東洋文化学系９４

1644 022 インド古典学 演習 2-4 2 2 後期 木4 芳原　綾子 東洋文化学系９５

1644 023 インド古典学 演習 3-4 2 2 前期 金4 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 東洋文化学系９６

1644 024 インド古典学 演習 3-4 2 2 後期 金4 未定 東洋文化学系９７

1644 025 インド古典学 演習 3-4 2 2 前期 火1 横地・赤松・藤井・VASUDEVA 東洋文化学系９８

1644 026 インド古典学 演習 3-4 2 2 後期 火1 横地・赤松・藤井・未定 東洋文化学系９９

1653 027 インド古典学 講読 2-4 2 2 前期 月4 横地　優子 東洋文化学系１００

1653 028 インド古典学 講読 2-4 2 2 後期 月4 藤井　正人 東洋文化学系１０１

1653 029 インド古典学 講読 3-4 2 2 前期 木3 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 東洋文化学系１０２

1653 030 インド古典学 講読 3-4 2 2 後期 木3 未定 東洋文化学系１０３

1653 031 インド古典学 講読 3-4 2 2 前期 金3 デロシュ　マルク　ヘンリ 東洋文化学系１０４

1653 032 インド古典学 講読 3-4 2 2 後期 金3 赤松　明彦 東洋文化学系１０５

9616 123 インド古典学 語学 1-4 2 4 通年 水3 置田　清和 東洋文化学系１０６

9617 124 インド古典学 語学 1-4 4 8 通年 月5木5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 東洋文化学系１０７

9633 140 インド古典学 語学 1-4 2 4 通年 金5 小松　久恵 東洋文化学系１０８

9634 141 インド古典学 語学 2-4 2 4 通年 火3 西岡　美樹 東洋文化学系１０９

1831 003 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 宮崎　泉 東洋文化学系１１０

1831 004 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 宮崎　泉 東洋文化学系１１１

1831 005 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 船山　徹 東洋文化学系１１２

1831 006 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 船山　徹 東洋文化学系１１３

1831 007 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木5 室寺　義仁 東洋文化学系１１４

1831 008 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木5 室寺　義仁 東洋文化学系１１５

1831 009 仏教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 デロシュ　マルク　ヘンリ 東洋文化学系１１６
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1841 010 仏教学 演習 3-4 2 2 前期 火3 宮崎　泉 東洋文化学系１１７

1841 011 仏教学 演習 3-4 2 2 後期 火3 宮崎　泉 東洋文化学系１１８

1841 012 仏教学 演習 3-4 2 2 後期 月3 加納　和雄 東洋文化学系１１９

1841 013 仏教学 演習 3-4 2 2 前期 水5 熊谷　誠慈 東洋文化学系１２０

1841 014 仏教学 演習 3-4 2 2 後期 水5 熊谷　誠慈 東洋文化学系１２１

1841 015 仏教学 演習 3-4 2 2 前期 金2 佐藤　直実 東洋文化学系１２２

1841 016 仏教学 演習 3-4 2 2 後期 月4 志賀　浄邦 東洋文化学系１２３

1841 017 仏教学 演習 2-4 2 2 前期 木4 山口　周子 東洋文化学系１２４

1841 018 仏教学 演習 2-4 2 2 後期 木4 芳原　綾子 東洋文化学系１２５

1851 019 仏教学 講読Ｉ 3-4 2 2 前期 木3 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 東洋文化学系１２６

1851 020 仏教学 講読Ｉ 3-4 2 2 後期 木3 未定 東洋文化学系１２７

1853 021 仏教学 講読II 3-4 2 2 前期 金3 デロシュ　マルク　ヘンリ 東洋文化学系１２８

1853 022 仏教学 講読II 3-4 2 2 後期 金3 赤松　明彦 東洋文化学系１２９

9628 128 仏教学 語学 2-4 2 2 前期 月1 高橋　慶治 東洋文化学系１３０

9629 129 仏教学 語学 2-4 2 2 後期 月1 高橋　慶治 東洋文化学系１３１

9630 130 仏教学 語学 3-4 2 2 前期 月1 宮崎　泉 東洋文化学系１３２

9630 131 仏教学 語学 3-4 2 2 後期 月1 宮崎　泉 東洋文化学系１３３

9616 123 仏教学 語学 1-4 2 4 通年 水3 置田　清和 東洋文化学系１０６

9617 124 仏教学 語学 1-4 4 8 通年 月5木5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ 東洋文化学系１０７



東洋文化学系１

授業科目名
　<英訳>

国語学(講義)
Japanese Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  国語学講義

 [授業の概要・目的]
日本語を日本語たらしめているのは何であろうか。本講義では、日本語の様々な側面に注目しなが
ら、日本語の歴史をたどる。今年度は、日本語の文字と語彙を中心に概説しながら、関連する諸問
題について考察を加える。日本語の特性とその歴史を知ることを目的とする。

 [到達目標]
日本語の文字・語彙の歴史的展開を知り、それを通して日本語の特性について理解する。

 [授業計画と内容]
講義を主体とするが、可能な範囲で発表や資料講読などを交える。授業では受講者からの積極的な
発言を歓迎する。知識よりも思考を重視する。
主たる講義内容は以下の通り。

１.　文字についてのイントロダクション
２.　日本語の文字
３.　日本語の文字の歴史
４.　語彙についてのイントロダクション
５.　日本語の語彙
６.　日本語の語彙の歴史
７.　文字と語彙

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績はレポートを中心に評価し、発表、課題への回答などを平常点として加味する。
概ね毎回「プリント」課題を配布し回収する。
前期末に小レポート。後期末にレポートを課す。
「レポート：平常点」は「６０：４０」を基本とする。

国語学(講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学(講義)(2)

 [教科書]
木田章義編 『国語史を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:978-4-7907-1596-2
ハンドアウトを配布する。

 [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]
『国語史を学ぶ人のために』の指定部分を予習すること。

（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。



東洋文化学系２

授業科目名
　<英訳>

国文学(講義)
Japanese Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大谷　雅夫

 

配当
学年  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  古典文学研究入門

 [授業の概要・目的]
日本人の心の歴史を顧みるためには、古典文学を正確に読み解くことが不可欠である。この講義で
は、古典国文学を正しく読む方法を、さまざまな作品の、個々の問題に即して考えてゆきたい。上
代から近代まで、日本では常に中国文化、文学が崇敬の対象であった。漢文学が第一級の文学と意
識され、和歌和文にも大きな影響を及ぼしてきた。国文学が中国文学の影響をいかに受容し、変容
してきたかという点についてもくりかえし紹介したい。

 [到達目標]
古典文学を、その当時の人々の立場になって読み解く能力を得る。いくつもの解釈可能性から、一
つの正しい理解に近づくために何をすべきか、そのための調査と考証の方法を習得する。国文学を
中国文学の受容と変容の観点のもとに読解できる。以上のような学力が得られることをめざしたい。

 [授業計画と内容]
いろんな時代、ジャンルの国文学をとりあげ、論じたい。次のような作品を取り上げる。
一、万葉集
一、平安朝の物語、随筆、日記、漢詩
一、和歌の表現
一、和漢聯句
一、詩論、歌論、俳論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートと平常点による。

 [教科書]
使用しない
原則としてプリントを使用する。

 [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]
課題を与えるので、授業外における学習が必要。

（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。



東洋文化学系３

授業科目名
　<英訳>

中国語学(講義)
Chinese Language (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  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説

 [授業の概要・目的]
日本に伝わった中国語が如何に変遷したか、いかなる言語上の影響をもたらしたかについて理解を
深める。また中国人が日本語をどのように記述したかについても考察する。  

 [到達目標]
日本漢字音の歴史を学ぶ。日本の各種漢字音が、中国語とどのような関係をもっているかについて
理解を深める。また、「訓読」技法についても文化史的見地から再考する。これら、日本に与えた
中国語の影響を学んだ後、明代の中国人が日本語をどのように捉え記述したかについて学び、日中
相互の言語交渉に関して、深い理解をもつことを目指す。  

 [授業計画と内容]
１日本漢字音の基礎：第1～2週
２日本漢字音の歴史と問題点：第3～5週
３訓読の再確認：第6～7週
４訓読に関する言説：第8週～9週
５明代中国人から見た日本語：第10～12週
６江戸時代日本人から見た中国語：第13～14週
７まとめ：第15週

※適宜reading weekを設け，受講生が関連文献を読んでそれぞれ発表する時間を設ける。

 [履修要件]
初級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％）。平常点には，普段の出席態度，及びreading week後の発表
内容も含む。

 [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。

（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。



東洋文化学系４

授業科目名
　<英訳>

中国語学(講義)
Chinese Language (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  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説

 [授業の概要・目的]
中国語研究史について、古代の「小学」から現代にいたる流れをたどりながら、中国語の特性や普
遍性について考察する。 

 [到達目標]
現代語と古典中国語との違いについて理解し、中国の伝統的語学「小学」や、周辺諸国の中国語学
習史についての基礎的な知識を習得する。 

 [授業計画と内容]
１現代中国語と古典中国語との違い１：第1週～第3週
２伝統的語学「小学」について（形・義）：第4週～第6週
３現代中国語と古典中国語との違い２：第7週～第9週
４伝統的語学「小学」について（音）：第10週～第12週
５歴代中国語教科書の歴史：第13～15週

※適宜reading weekを設け，受講生が関連文献を読んでそれぞれ発表する時間を設ける。

 [履修要件]
初級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％）。平常点には，普段の出席態度，及びreading week後の発表
内容も含む。

 [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

（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。



東洋文化学系５

授業科目名
　<英訳>

中国文学(講義)
Chinese Literature (Lectures)

  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  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
前期は、中国の「小説」の歴史的展開について、唐代以降を中心に講述する。国語科教職科目でも
あるため、高校の「漢文」教科書に収録されている作品もあつかうが、むしろそれを「外国語文学」
として相対化する視点をもって検討したい。 

 [到達目標]
中国文学における「小説」に関する基本的事項を理解したうえで、課題に対して自主的にとりくむ
能力を養う。  

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。 
第1回　中国の「小説」とは何か 
第2～3回　唐代伝奇（1）：士人と妓女の恋
第4～5回　唐代伝奇（2）：「杜子春」の原作と翻案 
第6～7回　唐代伝奇（3）：古文作家との関係
第8回　宋元話本
第9～10回　『三国志』から『三国演義』へ　  
第11～12回　『水滸伝』と好漢たち
第13～14回　神魔小説『西遊記』
第15回　『紅楼夢』の世界

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小レポート（50％）および期末レポート（50％）の成績による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
竹田晃 『中国小説史入門』（岩波書店、2002年）ISBN:4-00-026035-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
各単元ごとに「ブック・ガイド」を告知するので、それによって関連文献を適宜読んでください。

（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。



東洋文化学系６

授業科目名
　<英訳>

中国文学(講義)
Chinese Literature (Lectures)

  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  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
後期は、『詩経』『楚辞』が生まれた先秦から始まり、魯迅によって「文学的自覚時代」と称され
た建安・三国時代の文学に至るまで、代表的な作家・作品とその文学史的意義を講述する。国語科
教職科目でもあるため、高校の「漢文」教科書に収録されている作品もあつかうが、むしろそれを
「外国語文学」として相対化する視点をもって検討したい。

 [到達目標]
先秦から三国時代に至る中国文学に関する基本的事項を理解したうえで、課題に対して自主的にと
りくむ能力を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。
第1～2回　「中国文学史」とは何かk
第3～4回　中国最古の歌謡集『詩経』
第5～6回　悲劇の英雄屈原と『楚辞』
第7～8回　文学作品としての『史記』
第9回　漢賦の盛行
第10～11回　五言詩の成立
第12～13回　曹氏父子と建安の文学
第14～15回　「竹林の七賢」と正始の文学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小レポート（50％）および期末レポート（50％）の成績による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [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]
各単元ごとに「ブック・ガイド」を告知するので、それによって関連文献を適宜読んでください。

（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。



東洋文化学系７

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(講義)
History of Chinese Philosophy (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  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅰ）

 [授業の概要・目的]
中国哲学の基本概念を講義し、中国哲学ならびに中国文化への理解を深める。

 [到達目標]
中国哲学における基本的諸概念の持つ意味を理解し、中国文化に対する考察のみならず、人類の文
化全体を考えるときの基礎的な知識として身につける。

 [授業計画と内容]
１　中国哲学とは何か
２　中国における「学問」の意味について
３　「気」について　一　気の思想概観
４　「気」について　二　太極図について
５　「気」について　三　死と生の説明
６　「性」について　一　孟子と荀子の性説
７　「性」について　二　朱子の説明する「性」
８　「道」について　一　儒家の考える道
９　「道」について　二　道家の考える道
10　「理」について
11　「情」について
12　「無」について　
13　「形」について
14　ふたたび「中国哲学とは何か」

 [履修要件]
同一科目コードの講義科目を複数回履修しても、成績の良いもののみが単位認定されるので注意す
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験による（100パーセント）

 [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]
ひろく中国の古典に親しんでください。

（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。



東洋文化学系８

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(講義)
History of Chinese Philosophy (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  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅱ）

 [授業の概要・目的]
中国哲学史上の重要な書物について、その書物が学問全体においてもつ位置とその内容についての
知識を深める。

 [到達目標]
中国の経部書、子部書といった、中国哲学が主に扱う分野の書物についての知識を獲得し、それぞ
れの書物が持っている思想内容、さらに学問全体の中における意味を知る。

 [授業計画と内容]
１．目録と学問について
２．目録の歴史　一　焚書と『漢書藝文志』
３．目録の歴史　二　『隋書經籍志』から『四庫全書総目提要』へ
４．易
５．書
６．詩
７．禮
８．春秋
９．四書、小学書
１０．子部書の分類について（１）
１１．子部書の分類について（２）
１２．子部書の分類について（３）
１３．老子の思想
１４．荘子の思想

 [履修要件]
同一科目コードの講義科目を複数回履修しても、成績の良いもののみが単位認定されるので注意す
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（100パーセント）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

中国哲学史(講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

（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。



東洋文化学系９

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット語学サンスクリット文学(講義)
History of Sanskrit Literature

  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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）

 [授業の概要・目的]
ヴェーダからウパニシャッドに至るヴェーダ文献の歴史をたどることによって、古代インドの宗教
と思想の展開と、古代インド文化の基本的な特徴を学ぶ。

 [到達目標]
ヴェーダ文献に関する基本的な知識を習得するとともに、文献資料を通して古代インドの社会と文
化の実像を解明するサンスクリット文献学の方法と有用性を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　古代インドの歴史と言語
第2回　ヴェーダとはどのような文献か
第3回　リグ・ヴェーダについて
第4回　リグ・ヴェーダを読む (1)
第5回　リグ・ヴェーダを読む (2)
第6回　ヤジュル・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ
第7回　ヴェーダ祭式 (1)
第8回　ヴェーダ祭式 (2)
第9回　ブラーフマナ文献
第10回　ヴェーダ祭式の思想性
第11回　輪廻思想の成立
第12回　初期ウパニシャッド 
第13回　中期ウパニシャッド 
第14回　ダルマ・スートラからダルマ・シャーストラへ
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]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験を行う。ヴェーダ文献について、一般の概説に基づいてではなく、授業の内容に即して理
解しているかどうかで評価する。そのために出席状況を評価に反映させる。

サンスクリット語学サンスクリット文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット語学サンスクリット文学(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]
予習は必要ない。板書しながら講義をするので、確実にノートに筆記すること。毎回、授業後、筆
記したものを再確認して理解を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶために、サンスクリット文献史（叙事詩以降）も受講するこ
とが望ましい。また、インド思想のその後の展開を知るためには、インド哲学史を受講することを
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。



東洋文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット語学サンスクリット文学(講義)
History of Sanskrit Literature

  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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（叙事詩以降）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット叙事詩以降に作られたサンスクリット文献について、ジャンル別に内容・歴史を概
観する。インド古代・中世の思想・文化・社会に関する基礎的知識、現在の研究状況、基本的な研
究方法を学ぶことを目的とする。

 [到達目標]
インド古代・中世の思想・文化・社会に関する基礎的知識と現在の研究状況を習得し、その中で自
分が関心をもつテーマに関して、さらに進んだ研究を自学できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　サンスクリット文献全般と授業で扱うジャンルの概説
第2回　二大叙事詩の内容、共通点と相違点
第3回　二大叙事詩の成立過程
第4回　マハーバーラタにおけるダルマ
第5回　法典文献と政治学文献
第6回　ヒンドゥー教の形成：一神教信仰の成立とヒンドゥー神話
第7回　プラーナ文献とは：内容・歴史・研究方法
第8回　プラーナの世界観と時間観
第9回　プラーナにおけるヒンドゥー神話の発展
第10回　説話文学：動物寓話と大説話
第11回　カーヴィヤ（美文学）のジャンルと内容：詩・小説・戯曲
第12回　サンスクリット詩の特徴：小詩を中心として
第13回　演劇・演劇論・美的体験（ラサ論）
第14回　カーヴィヤの形成期から成熟期、詩論の展開
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]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（50％）、授業中に出す課題レポートと出席を含む平常点（50％）

サンスクリット語学サンスクリット文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット語学サンスクリット文学(講義)(2)

 [教科書]
特に教科書は使用しないが、各ジャンルについて、必要な教材プリントを配布する。叙事詩とカー
ヴィヤについては、世界歴史大系『南アジア史１：先史・古代』（山崎元一・小西正捷編）山川出
版社（2007年）の「第9章：文学史の流れ（横地）」を主たる教材とする。

 [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]
予習は特に必要ない。授業中に配布するプリントなどを使って復習することが望まれる。また学期
中に3回ほど課題レポートを提出することになる。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶためには、サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）、インド
哲学史（前期と後期）も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。



東洋文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

インド哲学史(講義)
History of Indian Philosophy

  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  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド哲学史（概論）

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、古代インドにおけるインド哲学の展開を、論理・言語・神学の三つのテーマの
もとに概観することにある。毎回、特定の学派や思想家に焦点をあてて、そこに見られる思想をイ
ンド哲学史全体の展開の中に位置付け、さらには広く人間の精神の歴史としての世界哲学史の中に
位置付けることによって、インド的精神の特質について考察する。

 [到達目標]
人間の論理的思考や言語観、神の観念をめぐる思想の歴史の具体的事例として古代インドの哲学史
を理解することは、いま・ここに生きるわれわれが、いま・ここに限定されない思想の地平を得る
ことに他ならない。各人の世界観の地平を広げ、多元的な視点から現代に生きる自らの思想を構築
できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマに従って講義を行う。
1. インド論理学の歴史（１）インド論理学史概観
2. インド論理学の歴史（２）ニヤーヤ学派
3. インド論理学の歴史（３）仏教論理学
4. インド論理学の歴史（４）ジャイナ教論理学
5. インド論理学の歴史（５）新論理学の展開
6. インドの言語論（１）ヴェーダとウパニシャッド
7. インドの言語論（２）文法学派とバルトリハリ
8. インドの言語論（３）仏教の言語論
9. インドの言語論（４）密教の言語論
10. インドの言語論（５）ミーマーンサー学派
11. ヒンドゥー教の神学（１）バガヴァッド・ギーター
12. ヒンドゥー教の神学（２）シャンカラとラーマーヌジャ
13. ヒンドゥー教の神学（３）神の存在証明
14. ヒンドゥー教の神学（４）クマーリラとダルマキールティ
15. 定期試験
16. フィードバック

 [履修要件]
特になし

インド哲学史(講義)(2)へ続く↓↓↓



インド哲学史(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（４０％）と定期試験の成績（６０％）で評価する。毎回、講義内容についてのアンケート
を課す。

 [教科書]
毎回資料を準備し、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]
予習・復習にかかわる課題等については、授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
インド哲学について多様な観点から理解するために、インド哲学史（ジャイナ教概論）の講義も受
講することが望ましい。また、インド古代・中世の文化史全般について学ぶために、サンスクリッ
ト文献史（前期と後期）も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。



東洋文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

インド哲学史(講義)
History of Indian Philosophy

  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  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド哲学史（ジャイナ教概論）

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、インドの主要な宗教の一つで、仏教と同じ頃に成立したジャイナ教の歴史と思
想について概観することにある。ジャイナ教の初期から今日に至るまでを、歴史的に知るとともに、
その思想をインド哲学史全体の展開の中に位置付け、さらには広く人間の精神の歴史としての世界
哲学史の中に位置付けることによって、非暴力と寛容の精神によって知られるジャイナ教の特質に
ついて考察する。

 [到達目標]
ジャイナ教についての一般的な知識を得るとともに、「非暴力」「寛容の精神」の実際のあり方に
ついて、いま・ここに生きるわれわれの立場から考えることができるようになる。

 [授業計画と内容]
１イントロダクション：ジャイナ教とは何か
２マハーヴィーラと先行者たち
３ジャイナ教の初期の教え
４ディガンバラとシュヴェータンバラ
５ジャイナ教の聖典
６ジャイナ教の基本的な教理
７ジャイナ教における聖と俗
８ジャイナ教の宗教実践
９ジャイナ教の認識論
１０ジャイナ教の論理学
１１ジャイナ教のプラーナ文献
１２ジャイナ教の文学
１３ジャイナ教と仏教
１４ジャイナ教とヒンドゥー教
１５定期試験
１６フィードバック

 [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（４０％）と定期試験の成績（６０％）で評価する。毎回、講義内容についてのアンケート
を課す。

インド哲学史(講義)(2)へ続く↓↓↓



インド哲学史(講義)(2)

 [教科書]
毎回資料を準備し、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]
授業中に紹介する

（その他（オフィスアワー等））
多様な観点からインド哲学を理解するために、インド哲学史（ジャイナ教概論）の講義も受講する
ことが望ましい。また、インド古代・中世の文化史全般について学ぶために、サンスクリット文献
史（前期と後期）を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。



東洋文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講義)
Buddhist Studies (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  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

 [授業の概要・目的]
インド・チベット仏教思想史のうち、インドで大乗仏教が興る以前の思想史の流れを概説する。仏
教誕生の背景から仏教教義が体系化されていく様子を初期仏教、部派仏教の順に追う。

 [到達目標]
大乗仏教興起以前のインド仏教の特徴的な思想について基本的な事項を理解した上で、全体の流れ
を把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1回　序論。近代仏教学に必要な言語
第2回　仏教誕生の背景
第3回　仏陀の生涯
第4～7回　初期仏教
第8～9回　部派仏教
第10～14回　説一切有部の思想

 [履修要件]
特にないが、後期の仏教学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]
筆記試験（100％、インド仏教の思想の流れと、個々の思想に対する理解にしたがって評価する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要がある時は、授業中に指示する。
授業内容に馴染みがないことが多いと思われるので、毎回の授業後に復習が必要である。

（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。



東洋文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講義)
Buddhist Studies (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  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

 [授業の概要・目的]
インド・チベット仏教思想史のうち、経量部の思想を解説した後、インドで大乗仏教が興って以降
の思想史の流れを概説する。大乗仏教の興起とその展開を、大乗経典、中観学派、唯識学派、密教
の順に追う。さらにチベット仏教について、国家仏教としての色彩の濃い前伝期の仏教と、後伝期
に現れる諸宗派の特徴的な思想を概説する。

 [到達目標]
インド・チベットにおける大乗仏教の中の特徴的な思想について基本的な事項を理解し、全体の流
れも把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1～2回　経量部の思想
第3～5回　大乗運動と大乗経典
第6～8回　中観学派の思想
第9～10回　唯識学派の思想
第11回　仏教論理学派と密教
第12回　前伝期のチベット仏教
第13回　後伝期の仏教諸派の思想１（カダム派、サキャ派、カギュ派）
第14回　後伝期の仏教諸派の思想2（ニンマ派、ジョナン派、ゲルク派）、宗派折衷運動、ボン教
の歴史と思想

 [履修要件]
特にないが、後期の授業は前期の内容を引き継ぐものなので、前期の仏教学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]
筆記試験（100％、インド仏教とチベット仏教の思想の流れと、個々の思想に対する理解にしたが
って評価する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

仏教学(講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要がある時は、授業中に指示する。
授業内容に馴染みがないことが多いと思われるので、毎回の授業後に復習が必要である。

（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。



東洋文化学系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 准教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  3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。



東洋文化学系１６

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  3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]
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。



東洋文化学系１７

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  3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]
プリントを配布することがある。

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)

 [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。



東洋文化学系１８

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  3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。



東洋文化学系１９

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  3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 
※６，７については、それぞれに担当して研究発表形式にする。

 [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。

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]
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）
井手至 『校注萬葉集』（和泉書院）
大谷雅夫他 『萬葉集　一～四』（岩波書店）（岩波文庫本です。）

 [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]
プリントを配付するので、各自で問題点を整理しておくこと。なお講義中に参考資料や読書案内も
行うので、予め一読しておくことが望ましい。  

（その他（オフィスアワー等））
火曜日の13:00～14:00

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系２０

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  3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   
 
※６，７は研究発表形式であるから、受講者に応じて回数を調整することがある。調査研究の進め
方については全体的にも個別にも指導を行う。

 [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。

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]
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）
井手至 『校注萬葉集』（和泉書院）
大谷雅夫他 『萬葉集　一～四』（岩波書店）（岩波文庫です。）

 [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]
プリントを配付するので、各自で問題点を整理しておくこと。なお講義中に参考資料や読書案内も
行うので、予め一読しておくことが望ましい。   

（その他（オフィスアワー等））
火曜日13:00～14:00

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系２１

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  3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]
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]
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。



東洋文化学系２２

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  3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]
レポート作成のための準備。

（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。



東洋文化学系２３

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  3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。



東洋文化学系２４

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  3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。



東洋文化学系２５

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  3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。



東洋文化学系２６

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  3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。



東洋文化学系２７

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  3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。



東洋文化学系２８

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  3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。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。



東洋文化学系２９

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  3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。



東洋文化学系３０

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  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  万の文反古

 [授業の概要・目的]
元禄時代の井原西鶴の浮世草子『万の文反古』を版本の影印版により読み進める。
武士、町人、僧侶、遊女などさまざまな人たちの、さまざまな思いをつたえる虚構の手紙を精読す
ることにより、世の人心を温かい笑いとともに描き出した西鶴の文学を味わいたい。本年度は巻三
の二「明け驚く書置箱」より始める。

 [到達目標]
国文学を研究するためには変体仮名、くずし字を読むことは欠かせない。この演習では版本の影印
を用い、江戸時代の版本の文字の読解ができるようになることをめざしている。一年を通じて学習
すれば漢字のくずし字もおよそは読めるようになるはずである。江戸の社会の風俗を描き出す浮世
草子を読むためには、江戸時代の社会についての多くの知識を必要とする。それらについても、さ
まざまな調査方法を習得することができるようにしたい。

 [授業計画と内容]
①②『万の文反古』および、井原西鶴の浮世草子作品についての概説。
③～　担当者を決めて、順に発表する。出席者の数にもよるが、一つの章を二人か三人で担当する。
くずし字を活字体にあらためた上で、語義を調査し、現代語訳し、さらに注意すべき問題点につい
て考証して発表する。
ほぼ毎週、版本の文字を活字体に改める翻字のテストをする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表と、授業中の発言、翻字テストによる。

 [教科書]
西島孜哉編 『万の文反古』（和泉書院）

 [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]
翻字テストには十分な準備をして臨むこと。
自ら発表する場合はもちろん、他の人の発表の時間でも、該当の箇所を十分に下読みして出席する
ことを求める。

（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。



東洋文化学系３１

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  3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

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

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。



東洋文化学系３２

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  3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。



東洋文化学系３３

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  3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。



東洋文化学系３４

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  3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。



東洋文化学系３５

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(卒論演習)
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  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月1

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒業論文指導

 [授業の概要・目的]
卒業論文の作成にむけての指導を行う。卒業論文の題目を何にするか、どのような方法で資料を集
め、分析し、そこからどのような結論を導くか、各自工夫し、考えたことを発表し、相互批判し、
また教員の指導を受ける機会とする。卒業論文を提出する予定の四回生は、かならず受講し、中間
発表会で発表しなければならない。

 [到達目標]
卒業論文作成のための、それぞれの分野における基礎資料を調査する方法を身に付け、また中間発
表で論文の概要を口頭発表し、他の出席者、教員の助言をうけることにより、論証の方法を反省し、
修正することが可能になる。

 [授業計画と内容]
最初の授業時に、全員、どのような卒業論文を書こうとしているか、概略を発表する。その後は個
別の指導を行い、後期授業がはじまる頃に、二三日の日程をとって集中的に中間発表会を行う。

 [履修要件]
今年度末に学部卒業見込みの者。

 [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
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
最初の時間に各自が卒業論に何を書くかその概要を発表するが、十分な準備をした上で臨んでもら
いたい。また中間発表では、論証のための調査と考察に努力を尽くすことはもちろんのこと、限ら
れた時間内において分かりやすい話をするために原稿を準備し、発表の練習をしておくこと。

（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。



東洋文化学系３６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大山　和哉

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  三条西実隆『詠百首和歌』講読

 [授業の概要・目的]
三条西実隆（1455-1537）は、歌道や古典学において大きな業績を残し、後世に与えた影響も大き
い人物である。本授業では実隆の『詠百首和歌』を講読する。
本授業において、変体仮名・くずし字を正確に翻字し、用例を集め、本文を精緻に読解するという、
国語学国文学を研究する上で必要とされる基礎的な知識、調査研究方法を身につける。

 [到達目標]
「和歌」について、その言葉の用い方や古歌の影響を具に調べることで、実証的な研究態度及び研
究方法を身につける。また、和歌に限らず、国文学研究に必要な工具書、データベースなどの使い
方についても学び、それらを有効に使えるようにする。

 [授業計画と内容]
第１～２回　導入
授業の進め方、扱うテキスト、時代背景などを説明し、発表のデモンストレーションを行う。その
後、発表を行う順番と担当箇所を決定する。

第３回～第３０回　演習
毎回一～二人の受講者が発表し、それに基づき議論するという形で進める。具体的な要領を以下に
示す。
・発表者は、担当箇所を翻字し、用例を挙げて語釈を付け、現代語訳を行う。その上で、問題点を
自ら見つけ出し、その点を深く掘り下げて発表する。これらの内容を盛り込んだレジュメを、当日
までに用意する。
・発表をうけて、受講者全員で議論、検討を行う。
・発表者は発表内容を再検討し、学年末にレポートとして提出する。
・学期末にあたる第１５回及び第３０回には、くずし字の読解試験を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表・レポート・くずし字の読解試験・授業中の発言により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

国語学国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介する。『くずし字解読辞典』（東京堂出版）等のくずし字辞典を準備することが
望ましい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者は、当該箇所を各自予習し、疑問点や問題点を洗い出した上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
発表順を決めるので、受講希望者は第一回目の授業に必ず出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系３７

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  3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。



東洋文化学系３８

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  3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。



東洋文化学系３９

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  3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]
 

 [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。また『王勃集』の日本傳
存状況について、紹介する。第二回以降は、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

 [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））
授業中に紹介する

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系４０

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  3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、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

  （関連ＵＲＬ）
kin@zinbun.kyoto-u.ac.jp

 [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。



東洋文化学系４１

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  3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。



東洋文化学系４２

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  3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。



東洋文化学系４３

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  3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。



東洋文化学系４４

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  3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：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。



東洋文化学系４５

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  3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。



東洋文化学系４６

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  3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。



東洋文化学系４７

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  2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。



東洋文化学系４８

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  3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。



東洋文化学系４９

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  3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 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.
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

 [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. Students may 
speak with me after each class, or make an appointment with me over email.  

（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。



東洋文化学系５０

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  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  李鋭作品選読

 [授業の概要・目的]
現代中国の作家李鋭(1950-)の小説・随筆を読み、現代中国語で書かれた文学作品を理解するための
語学力を高める。あわせて、中国語による要約作成のトレーニングも課す。

 [到達目標]
現代中国語の小説・随筆を正確に理解できる語学力を獲得すること。

 [授業計画と内容]
○授業方針および小説の時代背景についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、李鋭の作品から指定した部分を読む。あわせて、適宜、中国語の構文分析の宿題を課す。
（13回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語中級を学んでいる程度の学力があり、正確な発音を心がけていること。授業
外学習の欄に記したとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。
中国語を母語・準母語とする学生を対象とした授業ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
未定
原書を開講後に取り寄せて購入する。

 [参考書等]
  （参考書）
 『新華字典』（商務印書館）（最初に必ず持つべき中国の漢字字典。）
呂叔湘編 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）（辞典の文法的説明ではあきたらなくなっ
た人のための重要な参考書。）
李鋭著、吉田富夫訳 『無風の樹(岩波現代文庫)』（岩波書店）ISBN:9784006021887（作者・作風に
ついて日本語であらましを理解する手がかりとなる。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
中国語の原書をそのまま用いるので、漢字の発音・意味の下調べ、課題が設定された場合の要約作
成を始めとして、予習にかなり時間をかけなくてはならない。

（その他（オフィスアワー等））
特に、必ず朗読の練習をきちんとし、読解上の疑問点を明らかにしたうえで出席して欲しい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系５１

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  3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   日本語 

題目  周作人散文

 [授業の概要・目的]
魯迅の弟である周作人の随筆を読むことで、1920～30年代の近代中国語を理解するための語学力を
高める。

 [到達目標]
中国語の書きことばをより広く読めるようになるために、ほぼ80～90年前の語彙・語法に習熟、21
世紀の中国語との差異について理解した上で、正確な読解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
○授業方針および作品集の背景となる知識についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、周作人が1920～30年代に発表した随筆から選び、指定した部分を読む。適当な機会に、中
国語による要約作成の宿題を課す。（13回）

 [履修要件]
専門課程で中国文学を１学期間学んだ程度の学力があり、正確な発音を心がけていること。中国の
現代文による作品読解について基礎的な能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
鍾叔河(編) 『周作人散文全集』（広西師範大学出版社）ISBN: 9787563382941（全14巻。本書を底本
として利用する。）
関連資料をプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘 『現代漢語八百詞（増訂版）』（商務印書館）（辞典の文法的説明ではあきたらなくなっ 
た人のための重要な参考書。）
木山英雄 『周作人「対日協力」の顛末―補注『北京苦住庵記』ならびに後日編』（岩波書店）
ISBN:9784000233939
伊藤徳也編 『アジア遊学　164　周作人と日中文化史』（勉誠出版）ISBN: 9784585226307

 [授業外学習（予習・復習）等]
全文を中国語で朗読できるようピンインを調べるとともに、正確な翻訳ができるように準備をして
出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
中国語の原文をそのまま用いるので、漢字の発音・意味の下調べ、物語の要約作成を始めとして、
予習にかなり時間をかけなくてはならない。特に、必ず朗読の練習をし、読解上の疑問点を明らか
にしたうえで出席して欲しい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系５２

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  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

 [授業の概要・目的]
『古文観止』は、清代に編まれた中国古典散文の選集である。そもそも教育目的で編纂された選集
で、各時代の代表的散文の要点を押さえ、初学者にとって今に到るまで重要な読本として使用され
ている。王力編『古代漢語』は、1962年に大学における古典教育の基礎的教材として出版され、
1981年に修訂版が出版された。その後、主編者を換えつつも、今に到るまで多くの大学で教科書と
して用いられている。この授業では、『古文観止』から基本的な文章を選び、また『古代漢語』の
「古漢語通論（古典常識）」を合わせ読みながら、中国古典文の読み方、さらに中国古典文と現代
中国語との相違について理解を深める。

 [到達目標]
中国古典文を読むために必要な知識、資料の使い方を学び、現代中国語と古典中国語の違いに配慮
しつつ、基本的文献の読解方法を学ぶ。読解とともに、白文に句読を施す訓練も行い、文献の特性
に従って読解する力を養う。

 [授業計画と内容]
『古文観止』と王力『古代漢語』「古漢語通論」を読む。読解対象は古典文だが、注釈は現代中国
語文で記されている。その双方に目を配り、現代語・古典語ともに理解できるように授業を進める。

１左伝・国語・戦国策：第１～５週
２史記・漢書：第６週～第10週
３楚辞：第11週～第13週
４まとめ：第14週～第15週
　※この間に、進度に合わせて２～３回のリーディングウィークを設ける。
　

 [履修要件]
全学共通科目にて、中級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]
平常点評価。担当の訳注のみならず，担当時以外の討論や発言も評価の対象とする。

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

 [教科書]
王力 『古代漢語』（中華書局）ISBN:9787101000825
中華書局編輯部 『名家精訳　古文観止』（中華書局）ISBN:9787101009279

 [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。



東洋文化学系５３

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  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、『古文観止』、王力編『古代漢語』「古漢語通論」を読みながら、中国古典文の
基礎、さらに中国古典文と現代中国語との相違について理解を深める。

 [到達目標]
中国古典文を読むために必要な知識、資料の使い方を学び、現代中国語と古典中国語の違いに配慮
しつつ、基本的文献の読解方法を学ぶ。読解とともに、白文に句読を施す訓練も行い、文献の特性
に従って読解する力を養う。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、『古文観止』を読む。読解対象は古典文だが、注釈及び『古代漢語』「古漢語通
論」は現代中国語文で記されている。その双方に目を配り、現代語・古典語ともに理解できるよう
に授業を進める。
１六朝・唐宋文：第１～９週
２明文：第10週～第13週
３まとめ：第14週～第15週
　※この間に、進度に合わせて２～３回のリーディングウィークを設ける。
　

 [履修要件]
全学共通科目で中級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]
平常点評価。担当の訳注のみならず，担当時以外の討論や発言についても評価の対象とする。

 [教科書]
王力 『古代漢語』（中華書局）ISBN:9787101000825
中華書局編輯部 『名家精訳　古文觀止』（中華書局）ISBN:9787101009279

 [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。



東洋文化学系５４

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  3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  杜甫詩選読

 [授業の概要・目的]
中国古典文学において最も重要な詩人の一人、杜甫（712-770）晩年の作品を精読する。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、唐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。 

 [授業計画と内容]
清・仇兆鰲の『杜詩詳註』は、旧来の杜詩注釈・評論の集大成ともいうべき著作であり、現在にお
いても広く通行している。今年度は、『詳註』巻十七「西閣」詩（中華書局標点本、第四冊1473頁）
から読み進める。授業は、原則として一首ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な訳注を作
成してもらう。それをたたき台として、受講者全員で討論、検討してゆく。
第1回　イントロダクション 
杜甫およびテキストについての概説。参考文献を紹介し、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　杜甫詩の精読 
『杜詩詳註』巻十七「西閣」詩から読み進め、毎回１首のペースで作品解釈について討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、杜甫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]
仇兆鰲 『杜詩詳註』（中華書局、1979年）

 [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]
授業と並行して、吉川幸次郎著、興膳宏編『杜甫詩注』（岩波書店、2012年より第I期全十冊が刊
行中）を通覧し、詩のことばに対する鋭敏な感覚、注釈の方法論などを学んでほしい。

（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。



東洋文化学系５５

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  3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  杜甫詩選読

 [授業の概要・目的]
中国古典文学において最も重要な詩人の一人、杜甫（712-770）晩年の作品を精読する。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、唐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。  

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、清・仇兆鰲の『杜詩詳註』巻十七の詩を読み進める。授業は、原則として一首
ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な訳注を作成してもらう。それをたたき台として、受
講者全員で討論、検討してゆく。 
第1回　イントロダクション 
杜甫およびテキストについての概説。参考文献を紹介し、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　杜甫詩の精読 
前期のつづきから読み進め、毎回１首のペースで作品解釈について討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、杜甫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]
仇兆鰲 『杜詩詳註』（中華書局、1979年）

 [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]
授業と並行して、吉川幸次郎著、興膳宏編『杜甫詩注』（岩波書店、2012年より第I期全十冊が刊
行中）を通覧し、詩のことばに対する鋭敏な感覚、注釈の方法論などを学んでほしい。  

（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。



東洋文化学系５６

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(講読)
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  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  韓寒作品選読

 [授業の概要・目的]
現代中国の作家韓寒(1982-)の小説・随筆を読み、現代中国語で書かれた文学作品を理解し、正確に
文法を分析できるだけの語学力を身につける。

 [到達目標]
現代中国語の小説・随筆を正確に理解でき、構文を把握するための基礎力を獲得すること。

 [授業計画と内容]
○授業方針および小説の時代背景についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、韓寒の作品から指定した部分を読む。あわせて、適宜、中国語の構文分析の宿題を課す。
（13回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語初級の基礎力を確実に身につけており、正確な発音を心がけていること。授
業外学習の欄に記したとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。
中国語を母語・準母語とする学生を対象とした授業ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
韓寒 『1988：我想和這個世界談談』（天津人民出版社）ISBN:9787201086668（受講者確定後に取り
寄せて購入する。）
韓寒 『我所理解的生活』（浙江文芸出版社）ISBN:9787533935498（2013年刊行のエッセイ集。）
受講者の状況によって、読む作品を変更する場合がある。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
中国語の原書をそのまま用いるので、予習にかなり時間をかけなくてはならない。特に、ピンイン
を調べて覚えるために一定の時間と労力を割くこと。

（その他（オフィスアワー等））
特に、朗読の練習をきちんとし、読解上の疑問点を明らかにしたうえで出席して欲しい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系５７

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(講読)
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  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国古典詩入門

 [授業の概要・目的]
中国古典詩を読むには、韻律に関する知識が不可欠である。この授業では、歴代の古典詩を素材と
しながら、押韻・平仄などに関する規則の概要をあつかい、中国の伝統的な詩歌を、現代中国語の
注釈を利用しつつ読むための基礎知識を習得することをめざす。あわせて、現代中国語の音韻体系
の形成についての理解を深め、中国語教育法についても学ぶ。  

 [到達目標]
中国古典詩の韻律を理解したうえで、詩の構造と語法を踏まえて、正確な意味解釈ができるように
なること。

 [授業計画と内容]
以下の課題についてあつかう。現代中国語による注釈・解説の読解を含む。 
(1)基礎的な用語・概念の解説、主要な工具書の解説（1週）。 
(2)五言律詩の構造把握と読解（3週） 
(3)七言絶句の構造把握と読解（2週）
(4)七言律詩の構造把握と読解（3週）
(4)古詩の構造把握と読解（3週） 
(5)詞の構造把握と読解（2週）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語初級・中級をあわせて、すでに１年半程度学習してきた学部学生を主な対象
として授業をすすめる。正確な発音を心がけること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・課題提出（中国語の発音評価を含む）の状況50％、レポート20％、定期試験30％。

 [教科書]
趙昌平 『唐詩三百首全解』（復旦大学出版社）ISBN:9787309050752（受講者確定後に発注します。）

 [参考書等]
  （参考書）
川合康三 『新編　中国名詩選』』（岩波文庫）（全3冊。中国古典詩全体にわたる選集。）
この授業は、原則として中国古典詩を中国語として読むことをめざす。ただし、漢和辞典をほとん
ど利用した経験のない学生には、『新字源』（角川書店）もしくは『全訳漢辞海』（三省堂）を持

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

つことを強く推奨する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定した詩について、中国語の発音・平仄を調べたうえで、自力で読解し、問題点をあきら
かにしたうえで出席すること。また、原文を正確な発音で読めるように練習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
中国語学中国文学専修の学生は、前期に開講する講読とあわせて４単位を必ず履修すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系５８

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  4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]
原則として、中文口語１・中文口語２を履修済みであり、あわせて作文能力の基礎が確実であるこ
と（新HSK5級程度）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点および試験

 [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。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。



東洋文化学系５９

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  4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]
原則として、中文口語１・中文口語２を履修済みであり、あわせて作文能力の基礎が確実であるこ
と（新HSK5級程度）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点および試験

 [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。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。



東洋文化学系６０

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  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   日本語 

題目  中文口語１

 [授業の概要・目的]
本課程為文學部本科生上級漢語口語練習。在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達
方式，提高口頭的交際能力。希望聽講者通過一年的學習，達到能參加新ＨＳＫ（漢語水平考試）５
級的水平。【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]
使學生掌握得體的口語表達方式，提高口頭的交際能力。

 [授業計画と内容]
在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達方式，提高口語能力。從中國現在發行的報
刊中選取文章作為教材，聽講者在充分預習的基礎上，上課時與教師一起解讀、討論。課堂上完全使
用漢語。

 [履修要件]
聽課學生應該獲得兩年以上正規的漢語訓練。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点および試験

 [教科書]
上課時印發教材。

 [参考書等]
  （参考書）

 [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））
文学部３～４回生のみ対象とする。中国語学中国文学専修の学生を優先し、受講者数の上限は８名。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系６１

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  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   日本語 

題目  中文口語２

 [授業の概要・目的]
本課程為文學部本科生上級漢語口語練習。在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達
方式，提高口頭的交際能力。希望聽講者通過一年的學習，達到能參加新ＨＳＫ（漢語水平考試）５
級的水平。【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]
使學生掌握得體的口語表達方式，提高口頭的交際能力。

 [授業計画と内容]
在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達方式，提高口語能力。從中國現在發行的報
刊中選取文章作為教材，聽講者在充分預習的基礎上，上課時與教師一起解讀、討論。課堂上完全使
用漢語。

 [履修要件]
聽課學生應該獲得兩年以上正規的漢語訓練。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点および試験

 [教科書]
上課時印發教材。

 [参考書等]
  （参考書）

 [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））
文学部３～４回生のみ対象とする。中国語学中国文学専修の学生を優先し、受講者数の上限は８名。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系６２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限   

授業
形態  語学

使用
言語  中国語

題目  中国語現地実習

 [授業の概要・目的]
中国語をすでに1年以上履修し、別記の学力基準を満たした学生が対象となる。8月もしくは9月に
25コマ50時間以上、南京大学海外教育学院で実施する中国語中級研修を受講し、現代中国語の運用
能力を高めるとともに、現代中国の状況に関する理解を実地で深める。

 [到達目標]
中国語の聴き取りを含めた会話能力を向上させるとともに、中国事情と環境について現地での感覚
を養う。

 [授業計画と内容]
４月：履修登録前ガイダンス；５月～７月：受講者と日程相談の上、不定期で事前ガイダンスを実
施；８月もしくは９月（未決定）に南京大学海外教育学院で28コマ50時間以上（月曜から金曜まで
毎日午前２コマ、週10コマ）の中国語中級研修を受講。

 [履修要件]
新HSK3級に合格またはそれ以上の学力をもつこと、前年度に京都大学で中国語初級を履修した学
生の場合は、その成績評価係数が2.3以上であること。全学共通科目の中国語初級を前年度に履修ず
みの、主として文学部学生を対象とする。授業は中国語でおこなわれる。また、心身の健康・チー
ムワーク重視といった面で、４週間以上の海外渡航に充分適応できること。 
【４月に実施説明会を開催するので、文学部掲示に注意。】

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期に「授業資料」等で配布するリスニング課題の提出状況、南京大学海外教育学院の研修出席状
況・試験成績等を総合して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
南京大学海外教育学院の指定教材を現地で使用する。

中国語学中国文学(語学)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
堀田善衛 『上海にて』（集英社文庫）（初版は1959年だが、いまでも読むにたえる優れた本。）
孫歌 『アジアを語ることのジレンマ』（1937年12月の南京については、石川達三『生きている兵隊』
（中公文庫）以来、多くの著作がある。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
渡航前に配布する補助教材などを用いて、できるだけ中国語の能力を向上させてから現地に赴くこ
とを強く推奨する。 

（その他（オフィスアワー等））
滞在中の宿舎は２名で１室となる。渡航費用および必須加入の海外旅行保険費用（未定であるが、
総額２０万円程度をみこんでいる）を負担できること、現地研修参加にあたって本人・親族の誓約
書を提出できること、中国渡航等の諸手続きを自分でできること。４月に実施する事前ガイダンス
に出席し、履修を許可された者以外は参加できない。夏の南京は暑いので、健康に注意すること。 
参加希望者が少数の場合は、他大学との合同クラスの設定などの対応をおこなう可能性がある。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系６３

授業科目名
　<英訳>

中国語学中国文学(卒論演習)
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  4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 卒論演習

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]
卒業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)論文の組み立て
に関する指導をおこなう。あわせて、中国語による論文要旨の書きかたについて指導する。

 [到達目標]
卒業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
研究を経て言語化するための手続きを学ぶ。

 [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、自らの卒業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し、それにするものとする。
　以上とあわせて、中国語による論文要旨の書きかたについての指導をおこなう。

 [履修要件]
中国語学中国文学専修学部学生に限る。（3回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（卒業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]
卒業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。



東洋文化学系６４

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  3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

 [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]
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。



東洋文化学系６５

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  3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。



東洋文化学系６６

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  3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  漢籍目録法漢籍目録の作成要領

 [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。



東洋文化学系６７

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  3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。



東洋文化学系６８

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  3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、復習のために書庫に深く潜伏する。

（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。



東洋文化学系６９

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  3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。



東洋文化学系７０

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  3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  仏教の感応思想──仏・菩薩とのコンタクト(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。この授業では，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．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．六朝後半から隋頃の仏教教理学と学派の特徴
４．感応思想の意義
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（大蔵経の歴史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経を用いる際に是非注意すべきこと
・慧均『大乗四論玄義』の全体的構成と特徴・研究史・現時点で不明な事柄（問題点）
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（大半の時間を精読に費やす）
・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。



東洋文化学系７１

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  3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  仏教の感応思想──仏・菩薩とのコンタクト(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。この授業では，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．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．六朝後半から隋頃の仏教教理学と学派の特徴
４．感応思想の意義
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（大蔵経の歴史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経を用いる際に是非注意すべきこと
・慧均『大乗四論玄義』の全体的構成と特徴・研究史・現時点で不明な事柄（問題点）
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（大半の時間を精読に費やす）
・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。



東洋文化学系７２

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  3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。昨年度に引き続き、「序」の部分を読む。
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　読孟子

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））
内容の項目に書いたように、典拠や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。



東洋文化学系７３

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  3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。



東洋文化学系７４

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  3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。



東洋文化学系７５

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  3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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず予習した上で、授業に出席すること。

（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。



東洋文化学系７６

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  3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。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [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
授業中に指示する
必要なテクストはPDFにて配布する。

 [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。



東洋文化学系７７

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  3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。



東洋文化学系７８

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  3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。



東洋文化学系７９

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(講読)
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  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  日知録講読

 [授業の概要・目的]
中国古典を読むための基礎知識を身に付け、漢文読解力の習得と向上を目的とし、同時に儒教の歴
史についての知識を得る。

 [到達目標]
漢文を読むために必要な諸々の知識を身につける。

 [授業計画と内容]
顧炎武『日知録』を講読する。最初の数回は漢文をいかに読むかについて、出典の調べ方などにつ
いて解説をし、その後学生諸氏に読んでいただく。訓読することを基本とし、随時、記述の典拠と
なる文章にあたって調べてもらうという作業も行なってもらうこととする。テキストには『日知録
集釈』を用い、集釈の部分も読む。今年は巻18の「藝文」の部分を読む。以下、「秘書國史」等と
書いているのは、『日知録』の表題である。なお、実際の進度によって以下の予定そのままには進
まないこともあるので諒とされたい。
１　ガイダンス
２　漢文の読み方、調べ方（１）
３　漢文の読み方、調べ方（２）
４　漢文の読み方、調べ方（３）
５　「秘書國史」
６　同上
７　同上
８　「十三経注疏」
９　同上
10　「監本二十一史」
11　同上
12　同上
13　「張參五経文字」
14　「別字」
15　「三朝要典」　　　
16　「密疏」
17　「貼黄」
18　同上
19　「記注」
20　同上
21　同上
22　「四書五經大全」
23　同上
24　「書傳會選」
25　同上
26　「内典」

中国哲学史(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(講読)(2)

27　同上
28　同上

 [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（予習と毎時の発表）

 [教科書]
使用しない
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になります。

（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。



東洋文化学系８０

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  3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. Siddhiviniścaya-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。

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)

 [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。



東洋文化学系８１

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  3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。



東洋文化学系８２

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  3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]
TThe 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。



東洋文化学系８３

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  3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。



東洋文化学系８４

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  3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。



東洋文化学系８５

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  3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。



東洋文化学系８６

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  3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。



東洋文化学系８７

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  3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。



東洋文化学系８８

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  3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 
Indologie-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。



東洋文化学系８９

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  3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）
参考資料についてはプリントを配布する。

 [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。



東洋文化学系９０

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  3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。



東洋文化学系９１

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  3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。



東洋文化学系９２

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  3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『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，『ニヤーヤ・バーシャ』を第１篇第１章の冒頭から講読する。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，授業における発表等）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の時間に受け付けます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



東洋文化学系９３

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  2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）
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。

インド古典学(演習)(3)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(3)

 [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。



東洋文化学系９４

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  2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

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 315
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。



東洋文化学系９５

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  2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）
授業中に紹介する

 [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。



東洋文化学系９６

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  3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。



東洋文化学系９７

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  3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。



東洋文化学系９８

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  3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

 [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。



東洋文化学系９９

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  3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。



東洋文化学系１００

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  2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 Banardidass）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は
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者は、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が、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。



東洋文化学系１０１

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  2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。



東洋文化学系１０２

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  3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。



東洋文化学系１０３

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  3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。



東洋文化学系１０４

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  3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。



東洋文化学系１０５

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  3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。



東洋文化学系１０６

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さ
せることによって、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以下で
ある： 

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。

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)

 [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

 [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。



東洋文化学系１０７

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。



東洋文化学系１０８

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（同著者の「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。



東洋文化学系１０９

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  2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。



東洋文化学系１１０

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  3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  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。



東洋文化学系１１１

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  3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  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]
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。



東洋文化学系１１２

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  3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  仏教の感応思想──仏・菩薩とのコンタクト(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。この授業では，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．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．六朝後半から隋頃の仏教教理学と学派の特徴
４．感応思想の意義
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（大蔵経の歴史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経を用いる際に是非注意すべきこと
・慧均『大乗四論玄義』の全体的構成と特徴・研究史・現時点で不明な事柄（問題点）
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（大半の時間を精読に費やす）
・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。



東洋文化学系１１３

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  3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  仏教の感応思想──仏・菩薩とのコンタクト(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。この授業では，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．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．六朝後半から隋頃の仏教教理学と学派の特徴
４．感応思想の意義
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（大蔵経の歴史，基本文献，工具書，電子テキスト）
・大正大蔵経を用いる際に是非注意すべきこと
・慧均『大乗四論玄義』の全体的構成と特徴・研究史・現時点で不明な事柄（問題点）
・慧均『大乗四論玄義』巻六「感応義」の精読（大半の時間を精読に費やす）
・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。



東洋文化学系１１４

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  3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  『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、または、履修中であること。

 [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。



東洋文化学系１１５

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  3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  『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、または、履修中であること。

 [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。



東洋文化学系１１６

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  3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 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。



東洋文化学系１１７

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  3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。



東洋文化学系１１８

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  3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。



東洋文化学系１１９

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  3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  梵文仏典写本研究のための基礎知識

 [授業の概要・目的]
インド本土において衰退した大乗仏教を研究するために現在われわれの手元に残されているのは、
インド周辺諸国において翻訳という形で伝承された仏典翻訳文献と、写本として伝来されている梵
文原典とである。このうち写本資料は仏典原典の言語をダイレクトに今に伝える貴重な資料であり、
近年その研究が飛躍的に進んでいる。授業では梵文仏典写本研究の現状と課題について理解し、写
本を実際に読解しながら基礎的な能力を養うことを目的とする。

 [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]
冒頭数回の授業では、インドに由来する梵文仏典写本研究の現状について、特に、ネパール・チベ
ット伝来の写本を中心に概観する。さらに写本解読のための基礎知識を養うために、従来刊行され
てきた写本の文字表や、梵文写本独特の綴り字法などについて説明する。また、写本の所有者にま
つわる逸話を紹介し、来歴と伝承過程について補足する。これらの基礎知識を習得した後は、実際
に写本の解読に入る。素材としては、未解読の断片写本をサンプルとして用いる。特に、写本の読
みに問題がある場合の対処法と有効な手続きについて詳しく論じる。授業は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。



東洋文化学系１２０

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  3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。



東洋文化学系１２１

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  3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]
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。



東洋文化学系１２２

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  3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]
授業中に指示する
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。



東洋文化学系１２３

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  3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。
・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・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
その他，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]
・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。



東洋文化学系１２４

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  2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。



東洋文化学系１２５

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  2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）
授業中に紹介する

 [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。



東洋文化学系１２６

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  3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.
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]
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]
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。



東洋文化学系１２７

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  3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。



東洋文化学系１２８

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  3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。



東洋文化学系１２９

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  3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。



東洋文化学系１３０

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  2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。

 [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。



東洋文化学系１３１

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  2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。

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。



東洋文化学系１３２

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  3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。



東洋文化学系１３３

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  3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]
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。

チベット語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（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]
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。


