
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

5131 002 哲学 特殊講義 30 2 前期 不定 八木沢　敬 大学院共通科目
アジア研究（分析アジ
ア哲学入門I）038

思想文化学１

5132 003 哲学 特殊講義 15 1 後期 不定 八木沢　敬 大学院共通科目
アジア研究（分析アジ
ア哲学入門II）039

思想文化学２

5131 004 哲学 特殊講義 30 2 前期 不定 Mark Siderits・犬飼　由美子 大学院共通科目
アジア研究(分析アジ
ア哲学入門Ⅲ）040

思想文化学３

5131 006 哲学 特殊講義 2 2 後期 木5 大塚　淳 ◎科学哲学科学史011 思想文化学４

5131 007 哲学 特殊講義 30 2 前期 集中 鬼界　彰夫 思想文化学５

5142 008 哲学 演習Ｉ 2 4 通年 水5 出口　康夫 思想文化学６

5143 009 哲学 演習Ｉ 2 2 前期 水2 安部　浩 宗教学014
◎人間環境学研究科
総合人間学部

思想文化学７

5141 012 哲学 演習 2 2 前期 火5 矢田部　俊介 ◎科学哲学科学史017 思想文化学８

5141 013 哲学 演習 2 2 後期 火5 矢田部　俊介 ◎科学哲学科学史018 思想文化学９

5141 014 哲学 演習 2 2 前期 火3 宮原　勇 思想文化学１０

5131 015 哲学 特殊講義 2 2 後期 火3火4 中村　大介 思想文化学１１

M222 001 哲学 演習 隔週4 4 通年 金4金5 出口　康夫 思想文化学１２

M226 003 哲学 語学 2 4 通年 火2 山下　修一 学部共通科目
ギリシャ語（２時間コー
ス）

思想文化学１３

M227 005 哲学 語学 2 4 通年 木3 堀川　宏 学部共通科目
ラテン語（２時間コー
ス）

思想文化学１４

5230 007 西洋哲学史 特殊講義 2 4 通年 水3 中畑　正志 古代 思想文化学１５

5231 008 西洋哲学史 特殊講義 30 2 前期 集中 荻原　理 古代 思想文化学１６

5234 009 西洋哲学史 特殊講義 30 2 前期 集中 松根　伸治 中世 思想文化学１７

5236 010 西洋哲学史 特殊講義 2 2 前期 月5 福谷　茂 近世 思想文化学１８

5236 011 西洋哲学史 特殊講義 2 2 後期 月5 福谷　茂 近世 思想文化学１９

5236 012 西洋哲学史 特殊講義 30 2 後期 集中 山根　雄一郎 近世 思想文化学２０

5240 013 西洋哲学史 演習 2 4 通年 金2 中畑　正志 古代 思想文化学２１

5240 014 西洋哲学史 演習 隔週4 4 通年 木4木5 中畑　正志 古代 思想文化学２２

5241 015 西洋哲学史 演習 2 2 前期 火3 早瀬　篤 古代 思想文化学２３

5241 016 西洋哲学史 演習 2 2 後期 火3 早瀬　篤 古代 思想文化学２４

5242 017 西洋哲学史 演習 隔週4 4 通年 木4木5 周藤　多紀 中世 思想文化学２５

5243 018 西洋哲学史 演習 2 2 前期 金4 井澤　清 中世 思想文化学２６

5243 019 西洋哲学史 演習 2 2 後期 金4 井澤　清 中世 思想文化学２７

5243 020 西洋哲学史 演習 2 2 前期 月4 周藤　多紀 中世 思想文化学２８

5243 021 西洋哲学史 演習 2 2 後期 月4 周藤　多紀 中世 思想文化学２９

5244 022 西洋哲学史 演習 2 4 通年 水5 福谷　茂 近世 思想文化学３０

5244 023 西洋哲学史 演習 隔週4 4 通年 金4金5 福谷　茂 近世 思想文化学３１

5244 024 西洋哲学史 演習 2 4 通年 木4 浅沼　光樹 近世 思想文化学３２

5331 003 日本哲学史 特殊講義 2 2 前期 水3 上原　麻有子 思想文化学３３

5331 004 日本哲学史 特殊講義 2 2 前期 火4 氣多　雅子 ◎宗教学003 思想文化学３４

5331 005 日本哲学史 特殊講義 2 2 後期 水3 上原　麻有子 思想文化学３５

5331 006 日本哲学史 特殊講義 2 2 後期 火4 氣多　雅子 ◎宗教学004 思想文化学３６

5331 007 日本哲学史 特殊講義 2 2 前期 木2 嶺　秀樹 思想文化学３７

5331 008 日本哲学史 特殊講義 2 2 後期 火3 岡田　勝明 思想文化学３８

5340 010 日本哲学史 演習 2 4 通年 金2 林　晋 ◎情報・史料学012 思想文化学３９

5341 011 日本哲学史 演習 2 2 前期 月2 芦名　定道 ◎キリスト教学009 思想文化学４０

5341 012 日本哲学史 演習 2 2 後期 月2 芦名　定道 ◎キリスト教学010 思想文化学４１

5341 013 日本哲学史 演習 2 2 前期 水4 藤田　正勝 思想文化学４２

M244 001 日本哲学史 演習II 隔週2 4 通年 金3金4 上原　麻有子 思想文化学４３

5430 002 倫理学 特殊講義 2 4 通年 火3 水谷　雅彦 思想文化学４４

5431 003 倫理学 特殊講義 2 2 前期 金2 児玉　聡 思想文化学４５

5431 004 倫理学 特殊講義 2 2 後期 金2 児玉　聡 思想文化学４６

5431 005 倫理学 特殊講義 30 2 前期 集中 松元　雅和 思想文化学４７

5440 006 倫理学 演習 2 4 通年 火4 水谷　雅彦・児玉　聡 思想文化学４８

5440 007 倫理学 演習 2 4 通年 金4 水谷　雅彦・児玉　聡 思想文化学４９

5440 008 倫理学 演習 2 4 通年 水3 児玉　聡 思想文化学５０

5443 009 倫理学 演習 2 2 前期 金5 北尾　宏之 思想文化学５１

5443 010 倫理学 演習 2 2 後期 金5 北尾　宏之 思想文化学５２

シラバス番号

【思想文化学】

担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通
科　目　名講義コード 週

時
間

単
位

開
講
期

曜時限



科目コード 連番 専修・科目 講義形態
シラバス番号担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通

科　目　名講義コード 週
時
間

単
位

開
講
期

曜時限

5443 011 倫理学 演習 2 2 前期 金3 佐藤　義之 人間・環境学研究科 ◎総合人間学部 思想文化学５３

5443 012 倫理学 演習 2 2 後期 金3 佐藤　義之 人間・環境学研究科 ◎総合人間学部 思想文化学５４

5531 003 宗教学 特殊講義 2 2 前期 火4 氣多　雅子 日本哲学史004 思想文化学５５

5531 004 宗教学 特殊講義 2 2 後期 火4 氣多　雅子 日本哲学史006 思想文化学５６

5531 005 宗教学 特殊講義 2 2 前期 水2 芦名　定道 ◎キリスト教学003 思想文化学５７

5531 006 宗教学 特殊講義 2 2 後期 水2 芦名　定道 ◎キリスト教学004 思想文化学５８

5531 007 宗教学 特殊講義 2 2 後期 月5 岩田　文昭 思想文化学５９

5531 008 宗教学 特殊講義 2 2 前期 水4 杉村　靖彦 思想文化学６０

5531 009 宗教学 特殊講義 2 2 後期 水4 杉村　靖彦 思想文化学６１

5541 010 宗教学 演習 2 2 前期 火5 氣多　雅子 思想文化学６２

5541 011 宗教学 演習 2 2 後期 火5 氣多　雅子 思想文化学６３

5541 012 宗教学 演習 2 2 前期 水5 杉村　靖彦 思想文化学６４

5541 013 宗教学 演習 2 2 後期 水5 杉村　靖彦 思想文化学６５

5541 014 宗教学 演習 2 2 前期 水2 安部　浩 哲学009
◎人間環境学研究科
総合人間学部

思想文化学６６

5541 015 宗教学 演習 2 2 後期 金3 安部　浩 ◎人間環境学研究科 総合人間学部 思想文化学６７

5551 017 宗教学 講読 2 2 前期 木3 加藤　希理子 思想文化学６８

5551 018 宗教学 講読 2 2 後期 木3 加藤　希理子 思想文化学６９

M264 001 宗教学 演習II 隔週4 4 通年 金4金5 杉村　靖彦・氣多　雅子 思想文化学７０

5631 003 キリスト教学 特殊講義 2 2 前期 水2 芦名　定道 宗教学005 思想文化学７１

5631 004 キリスト教学 特殊講義 2 2 後期 水2 芦名　定道 宗教学006 思想文化学７２

5631 005 キリスト教学 特殊講義 2 2 前期 火2 芦名　定道 思想文化学７３

5631 006 キリスト教学 特殊講義 2 2 後期 火2 芦名　定道 思想文化学７４

5631 007 キリスト教学 特殊講義 2 2 後期 金3 武藤　慎一 思想文化学７５

5631 008 キリスト教学 特殊講義 30 2 前期 集中 安酸　敏眞 思想文化学７６

5641 009 キリスト教学 演習 2 2 前期 月2 芦名　定道 日本哲学史011 思想文化学７７

5641 010 キリスト教学 演習 2 2 後期 月2 芦名　定道 日本哲学史012 思想文化学７８

5641 011 キリスト教学 演習 2 2 前期 火4 芦名　定道 思想文化学７９

5641 012 キリスト教学 演習 2 2 後期 火4 芦名　定道 思想文化学８０

5641 013 キリスト教学 演習 2 2 前期 月5 LINDBERG,Stig 思想文化学８１

5641 014 キリスト教学 演習 2 2 後期 月5 LINDBERG,Stig 思想文化学８２

5641 015 キリスト教学 演習 2 2 後期 金4 河﨑　靖 思想文化学８３

5641 016 キリスト教学 演習 2 2 前期 水3 須藤　英幸・南　翔一朗 思想文化学８４

9639 125 キリスト教学 語学 2 2 前期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 西南アジア史学125 ヘブライ語（初級）125 思想文化学８５

9640 126 キリスト教学 語学 2 2 後期 火3 手島　勲矢 大学院共通科目 西南アジア史学126 ヘブライ語（初級）126 思想文化学８６

M272 001 キリスト教学 演習 隔週4 4 通年 木4木5 芦名　定道 思想文化学８７

5731 007 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 金3 中村　俊春 思想文化学８８

5731 008 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 金3 中村　俊春 思想文化学８９

5731 009 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 水3 根立　研介 思想文化学９０

5731 010 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 水3 根立　研介 思想文化学９１

5731 011 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 木1 平川　佳世 思想文化学９２

5731 012 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 木1 平川　佳世 思想文化学９３

5731 013 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 水2 杉山　卓史 思想文化学９４

5731 014 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 水2 杉山　卓史 思想文化学９５

5730 015 美学美術史学 特殊講義 2 4 通年 金3 宇佐美　文理 ◎中国哲学史003 思想文化学９６

5731 016 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 金2 稲本　泰生 思想文化学９７

5731 017 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 金2 稲本　泰生 思想文化学９８

5731 018 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 火3 岡田　暁生
◎ドイツ語学ドイツ文
学010

思想文化学９９

5731 019 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 火3 岡田　暁生
◎ドイツ語学ドイツ文
学019

思想文化学１００

5731 020 美学美術史学 特殊講義 2 2 前期 木4 河野　道房 思想文化学１０１

5731 021 美学美術史学 特殊講義 2 2 後期 木4 安田　篤生 思想文化学１０２

5741 022 美学美術史学 演習Ｉ 2 2 前期 火3 根立・中村俊・平川 思想文化学１０３

5741 023 美学美術史学 演習Ｉ 2 2 後期 火3 根立・中村俊・平川 思想文化学１０４

5745 026 美学美術史学 演習II 2 2 後期 木2 平川　佳世 思想文化学１０５



科目コード 連番 専修・科目 講義形態
シラバス番号担　　当　　者 備　　考 他専修・他学部（研究科）共通

科　目　名講義コード 週
時
間

単
位

開
講
期

曜時限

5745 027 美学美術史学 演習II 2 2 前期 木2 杉山　卓史 思想文化学１０６

5745 028 美学美術史学 演習II 2 2 前期 月2 永井　隆則 思想文化学１０７

5745 029 美学美術史学 演習II 2 2 後期 月2 吉田　朋子 思想文化学１０８

5745 030 美学美術史学 演習II 2 2 前期 水4 平川　佳世 思想文化学１０９

M286 001 美学美術史学 演習III 2 2 前期 金5 根立・中村俊・平川・杉山卓 思想文化学１１０

M286 002 美学美術史学 演習III 2 2 後期 金5 根立・中村俊・平川・杉山卓 思想文化学１１１



思想文化学１

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (前期）

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an 
eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to 
maximize the quality of their study of analytic Asian philosophy. In 1973 Saul A. Kripke delivered the John 
Locke Lectures at the University of Oxford. They were published as the book, Reference and Existence, from 
Oxford University Press in 2013. We shall examine this work in depth. We shall also read some related works 
by other philosophers. The main topic of Reference and Existence is the metaphysics of fictional objects. 
Some knowledge of Kripke's earlier work, Naming and Necessity, will be desirable but not required.  

 [到達目標]
分析アジア哲学の基礎である現代の分析形而上学、認識論、言語哲学、論理哲学についての正確か
つ深い理解を得る。高度の知的ディスカッションが英語でできるようになるための言語・論理能力
を培う。  

 [授業計画と内容]
We shall examine Kripke's views on proper names as they occur in fictional discourse, by reading his John 
Locke Lectures. We shall also discuss the views of other influential philosophers on the nature of fictional 
objects.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50%、レポート50%

 [教科書]
Saul A. Kripke 『Reference and Existence: The John Locke Lectures』（Oxford University Press）
Peter van Inwagen 『"Creatures of Fiction," American Philosophical Quarterly, 14 (1977): 299-308』
Takashi Yagisawa 『“Against Creationism in Fiction”, Philosophical Perspectives, 15: Metaphysics, J.E. 
Tomberlin (ed.), (Cambridge, MA and Oxford: Blackwell, 2001): 153-72』

 [参考書等]
  （参考書）
Stuart Brock 『Review of Reference and Existence, in Notre Dame Philosophical Reviews (online book-
review journal), 2014.09.35: https://ndpr.nd.edu/news/52794-reference-and-existence-the-john-locke-lectures/』

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。Naming and Necessity を読んでない学生は読ん
でおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に適宜、質問に来ること。電子メールでの質問も受け付ける。オフィスアワーは、適宜アポ
イントメントによる。この授業に関する質問やディスカッションは、教室内外に問わず、すべて英
語でおこなう。間違いを恐れず、積極的に発言する態度を常に持って授業にのぞむこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
 

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (後期)

 [授業の概要・目的]
This is a continuation of the course with the same title from the first semester and will cover core topics in 
analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an eye toward helping students receive 
solid background in the fundamentals of analytic philosophy to maximize the quality of their study of analytic 
Asian philosophy. We will continue to study Saul A. Kripke’s Naming and Necessity, which is a single 
most influential book in the second half of the twentieth century, and whose vast influence is reverberating in 
virtually every area of analytic philosophy today. Kripke’s views on the semantics of proper names will be 
discussed, and some of their consequences are drawn and scrutinized.
The key notion in Kripke’s theorizing is rigid designation. This is a logico-metaphysical notion couched in 
the possible-worlds framework. Kripke claims that proper names are what he calls rigid designators, and this 
claim has many important implications, including epistemological implications: e.g., that there is necessary a 
posteriori knowledge, and that there is contingent a priori knowledge. We will examine these implications in 
detail. To do so, we will read articles by Hilary Putnam and by Nathan Salmon.

 [到達目標]
分析アジア哲学の基礎である現代の分析形而上学、認識論、言語哲学、論理哲学についての正確か
つ深い理解を得る。高度の知的ディスカッションが英語でできるようになるための言語・論理能力
を培う。  

 [授業計画と内容]
In the first semester, we covered Kripke’s Naming and Necessity, Lecture I and Lecture II up to footnote 37 
on page 87. In December 2015 and January 2016 we will finish Naming and Necessity (the rest of Lecture II, 
Lecture III, and the Preface) and read Identity and Necessity. There is considerable overlap between Identity 
and Necessity and Naming and Necessity, so we will be able to finish Identity and Necessity rather quickly. 
We are scheduled then to read Putnam’s “Meaning and Reference” and Salmon’s “How to Measure 
the Standard Meter.”

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50%、レポート50%

 [教科書]
Kripke, Saul A. 『Reference and Existence: The John Locke Lectures』（Oxford University Press）
Peter van Inwagen  『"Creatures of Fiction," American Philosophical Quarterly, 14 (1977): 299-308』
Takashi Yagisawa  『“Against Creationism in Fiction”, Philosophical Perspectives, 15: Metaphysics, J.E. 
Tomberlin (ed.), (Cambridge, MA and Oxford: Blackwell, 2001): 153-72』

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Stuart Brock 『Review of Reference and Existence, in Notre Dame Philosophical Reviews (online book-
review journal), 2014.09.35: https://ndpr.nd.edu/news/52794-reference-and-existence-the-john-locke-lectures/』

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。Naming and Necessity を読んでない学生は読ん
でおくことが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
授業後に適宜、質問に来ること。電子メールでの質問も受け付ける。オフィスアワーは、適宜アポ
イントメントによる。この授業に関する質問やディスカッションは、教室内外に問わず、すべて英
語でおこなう。間違いを恐れず、積極的に発言する態度を常に持って授業にのぞむこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学３

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Mark Siderits
非常勤講師 犬飼　由美子

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

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。



思想文化学４

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸大学　人文学研究科 准教授 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  進化論の哲学

 [授業の概要・目的]
生物学の哲学とりわけ進化論の哲学は、現代の科学哲学において大きなウェイトを占めるようにな
っている。進化論とはどのような理論なのか？そしてそれはどのような（科学）哲学的含意を持つ
のか？本授業では、この半世紀のあいだ展開されてきた進化論哲学の代表的な問題群と議論を概観
したのち、それらを批判的に検討する。

 [到達目標]
進化論生物学に関する概念的問題やその哲学的含意を理解し、当該分野における学術論文を批判的
に読解・検討できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業は大きく４部に分かれ、それぞれに３ー４週を充てる。まずはじめに、現代進化論のパラダイ
ムである「現代的総合」成立の経緯とその後の流れを概観するとともに、その理論的核としての集
団遺伝学の基本的な考え方を確認する。次に、その後の生物学哲学の議論を動機付けてきた、進化
論にまつわる種々の概念的パズルないし挑戦を紹介する。第３部では、こうしたパズルや挑戦に対
する、80年代以降の生物学哲学コミュニティにおけるスタンダードな回答（「定見」）を説明する。
しかしこうした「定見」は、決して問題なしとは言えない。最後の４部では、因果モデルに基づく
観点から「定見」を批判的に再検討し、伝統的パズルに対する新たな答えを提示するとともに、現
代生物学哲学の議論を暗黙裏に支えてきた哲学的前提を明らかにする。

１．進化論の歴史と基礎
　　進化生物学の歴史／適応進化の原理／進化遺伝学の基礎
２．進化論にまつわる哲学的諸問題
　　集団的思考と類型的思考／進化の法則と偶然性／トートロジー問題
３．進化論哲学における「定見」
　　進化論の理論構造／進化の単位／適応度の解釈／統計主義論争
４．「定見」の批判的検討
　　因果モデルの考え方／進化の因果的基盤／因果モデルからの含意

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内での発言および期末レポート

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Kim Sterelny, Paul E. Griffiths 『セックス・アンド・デス―生物学の哲学への招待』（春秋社）ISBN:
4393323238
Elliott Sober 『進化論の射程―生物学の哲学入門』（春秋社）ISBN:4393323181

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、テーマに即した英語文献を課題とするので、各自読んできて下さい。

（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。



思想文化学５

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

筑波大学　　　　　　　　
人文社会科学研究科 教授 鬼界　彰夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  哲学、理想、実践、あるいは後期ウィトゲンシュタインに何が起こったのか

 [授業の概要・目的]
　いわゆる後期ウィトゲンシュタインの主著である『哲学探究』の核心部（§§89-133）を、その
源泉となった日記と手稿を参照して解読しながら、後期ウィトゲンシュタインにとって哲学とは何
であったのか、『哲学探究』は何のために書かれたのかについて考察する。とりわけ新たな哲学観
が確立される過程で彼が遭遇した「理想」に関する根源的問題とその解決について深く考察する。

　こうした考察を通じて１）理想とは何か、２）それに関するいわゆる「プラトニズム」と呼ばれ
る思考と生の様態とは何か、３）「プラトニズム」と呼ばれる思考と生の様態から離脱したとき、
哲学とそれを営む者の生（実践）の間にはどのような関係が生まれるか、について考察する。

 [到達目標]
・『哲学探究』に代表される後期ウィトゲンシュタインの特殊な構造を持ったテキストの読解にあ
る程度習熟する。
・『哲学探究』制作の過程でウィトゲンシュタインが遭遇した哲学と理想を巡る根本問題が何かを
理解する。
・哲学とは何かについて、自ら哲学を実践する立場から考察することを学ぶ。

 [授業計画と内容]
講義では以下の主題を扱うとともに、必要に応じて準セミナー形式で核心的テキストの解読を行う。

１．いわゆる前期ウィトゲンシュタインと後期ウィトゲンシュタインのおおよその関係と『哲学探
究』という書物が内包する謎
２．『ウィトゲンシュタイン哲学宗教日記』後半に記述されている倫理宗教上の体験と『哲学探究』
成立の相関関係
３．『哲学探究』核心部（§§８９－１３３）と日記、手稿の関係
４．『哲学探究』の大まかな構造と核心部の位置づけ
５．哲学と理想を巡るウィトゲンシュタインの思考の軌跡と到達点、および「プラトニズム」とい
う問題
６　哲学とは何か

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
授業中に指示する
授業内で準セミナー形式の解読を試みる『哲学探究』§§８９－１３３の邦訳テキストは教室で配

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

布する。

 [参考書等]
  （参考書）
鬼界彰夫 『ウィトゲンシュタインはこう考えた』（講談社）
ウィトゲンシュタイン 『ウィトゲンシュタイン哲学宗教日記』（講談社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
どのような言語、版でもよいので、『哲学探究』を一度読み（読むことを試み）、どのような書物
なのかを体験しておくことが望ましい。

上掲参考書中の『ウィトゲンシュタインはこう考えた』などでウィトゲンシュタインに関する全般
的知識を一応得ていることが望ましい。

（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。



思想文化学６

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  非古典論理の哲学的応用

 [授業の概要・目的]
現代では様々な非古典論理の体系が構築・提案されています。それらのうち代表的な体系を学ぶと
とともに、その哲学的意義の解明や哲学の諸問題に対する応用の諸相を検討します。

 [到達目標]
非古典論理についての正確で透徹した理解を得ることができる。また、真矛盾主義・論理的多元論
・様相形而上学といった、専門の哲学研究者が身につけるべき、現代哲学の最前線についての体系
的な知識を得ることもできる。これらの知識をもとに、古典論理に留まらない広い観点から、物事
の合理性・論理性について判断することが可能となる。

 [授業計画と内容]
前期
１）古典論理と非古典論理
２）非古典論理の諸体系の概観I
３）非古典論理の諸体系の概観II
４）多値論理・矛盾許容型論理
５）様相論理・ハイブリッド論理
６）同一性を巡る哲学的諸問題I
７）同一性を巡る哲学的諸問題II
８）同一性を巡る哲学的諸問題III
９）矛盾律を巡る哲学的諸問題I
１０）矛盾律を巡る哲学的諸問題II
１１）テトラレンマの現代論理的解釈I
１２)テトラレンマの現代論理的解釈II
１３)論理的多元論I
１４)論理的多元論II
１５)フィードバック
後期
１）「語り得ないもの」に関するパラドクスI
２）「語り得ないもの」に関するパラドクスII
３）アジア思想における「矛盾」の検討I
４）アジア思想における「矛盾」の検討II
５）アジア思想における「矛盾」の検討III
６）ハイブリッド論理の哲学的応用I
７）ハイブリッド論理の哲学的応用II
８）様相形而上学の諸問題I
９）様相形而上学の諸問題II
１０）様相形而上学の諸問題III
１１)様相形而上学の諸問題IV
１２)真理概念の再検討I
１３)真理概念の再検討II

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

１４)真理概念の再検討III
１５)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]
レポート(40%)＋平常点評価（出席状況、授業中における発表）（60%）

 [教科書]
Graham Priest  『An Introduction to Non-classical Logic』（Cambridge UP）ISBN:978-0-521-67026-5
Graham Priest  『One』（Oxford UP）ISBN:978-0-19-968825-8
eeLoo Liu & Douglas Berger 『Nothingness in Asian Philosophy』（Routledge）ISBN:978-0-415-82944-1
Koji Tanaka, Yasuo Deguchi, Jay Garfield & Graham Priest  『The Moon Points Back』（Oxford UP）
Jay Garfield  『Engaging Buddhism』（Oxford UP）ISBN:978-0-19-020434-1
上掲書の関連する章を授業テーマにあわせて順次読んでいく予定である。 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、次週で扱う文献を精読した上で授業に望むこと。また毎回担当者を決めて、文献の紹介、サ
マリー、それについての議論のリード役を務めてもらうことになる。論理学に関するトピックにつ
いては、指示された練習問題をこなし、授業中にその成果を発表することも求められる。

（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。



思想文化学７

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

 [授業の概要・目的]
　19世紀から20世紀への変わり目に、大部の哲学の専門書が刊行された。何の変哲も無い表題にも
かかわらず、その数々の斬新なる所説の故に、同書は忽ち、少なからぬ支持者ー「ミュンヘン現象
学派」、シェーラー、ハイデガー等ーを贏ち得た。 
　この「現象学」宣言の書、『論理学研究』の掉尾を飾る第六研究を読み進めていくことで、われ
われは、意識の志向性の構造分析や、明証と真理との相関関係、および感性的・範疇的直観の区別
に関する考察に努めることにしよう。そしてそれにより、語学・哲学上の正確な知識、及び論理的
思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、そしてこの読解の過程において浮上し
てくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人が自らの思索を深化させていくことが、
本演習の目的である。

 [到達目標]
語学・哲学上の正確な知識、及び論理的思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、
そしてこの読解の過程において浮上してくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人
が自らの思索を深化させていくこと。

 [授業計画と内容]
　原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにす
る。それぞれの回には、次の箇所を読む予定である。以下、原書の節番号に続いて、教科書の頁番
号を示す。 
　１． ガイダンス 
　２. §１～§４(544-552) 
　３．§５～§６(552-560) 
　４．§７～§８(560-570) 
　５．§９～§１１(570-576) 
　６．§１２～§１３(576-586) 
　７．§１４～§１５(586-595) 
　８．§１６～§１９(596-604) 
　９．§２０～§２２ (604-610) 
　10．§２３～§２４(610-616) 
　11．§２５～§２７(616-624) 
　12. §２８～§３０(625-634) 
　13. §３１～§３５(635-644) 
　14. 総合討論 
　15. フィードバック（詳細については授業中に適宜指示する）

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
ドイツ語を既修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]
平常点で評価する。

 [教科書]
Edmund Husserl 『Logische Untersuchungen, zweiter Band, Ⅱ Teil』（Felix Meiner）ISBN:3-7873-1094-
0（Gesammelte Schriften 4）

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）
エドムント・フッサール 『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の毎回の所定の範囲を予習し、各回の報告資料や演習記録等を基に復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
　受講者には、自分の担当箇所や各回に扱う部分に限らず、テキストを遍く熟読した上で出席する
ことが求められる故、その点には十分留意されたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

 [授業の概要・目的]
本授業の最終的な目標は、受講者が論理的で明晰な思考に慣れ、何かを主張する際にはその主張が
どのよ うな根拠に基づいているかを明確化し、抜けも漏れもない論証ができるようになることであ
る。そのための練習の題材としては、哲学的論理学、そのなかでも 「論理とは何か」という問題を
とりあげる。我々は日常、推論を行い、そして「論理的」という言葉をよく使う。もちろん「論理
的」であることが要求される。 しかし、「論理」とはいったい何だろうか。日頃、無反省に、知っ
ているつもりで使っている概念の意味を問い直すのは、哲学の重要な仕事の一つである。 
本演習では、数学における定理の証明がシミュレートできる、「論理」と呼ばれうるような、記号
を処理する体系（「形式的体系」）を紹介する。 具体的には、最小述語論理の自然演繹の体系の解
説と問題演習を行う。

 [到達目標]
最小述語論理の自然演繹で、基本的な演習問題が解けるようになる。 
このことを通し、形式的体系における演繹がどのように進むのかを理解し、同時に日常的な推論が
どのように形式的体系においてシミュレートされるのかを理解する。

 [授業計画と内容]
最小述語論理は、論理結合子の導入規則と除去規則のみを持つ、基本的な論理体系の一つである。
前期の前半は、まず最小述語論理の自然演繹の体系を紹介する。問題演習を通じ、各自が自然演繹
の証明が出来るようになることが目標である。 
また、後半には、最小論理上で算術の体系「最小算術Q」を例に、数学における多くの証明が最小
論理で遂行可能であることを示す。同時に、原始再帰法など計算の基本概念を紹介する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う。

 [教科書]
毎回ハンドアウトを配布する。

哲学(演習)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
戸次大介 『数理論理学』（東大出版会）
小野寛晰 『情報科学における論理』（日本評論社）
Dag Prawitz 『『Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study』（Dover）

  （関連ＵＲＬ）
http://d.hatena.ne.jp/kyoto_logic/ (授業 Blog)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業資料は毎回、事前（１#12316２日前）にwebsite （下記の授業Blog）にアップします。学生は、
授業前に資料にざっと目を通しておくことが望ましい

（その他（オフィスアワー等））
形式的な体系を理解するためには、まず手を動かして練習問題の証明をやってみよう。記号の意味
は何か、と考えるのはそれから。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  論理学２

 [授業の概要・目的]
我々は日常的に推論を行う。また「論理的」という言葉をよく使う。哲学においてももちろん「論
理的」であるこ とが要求される。 しかし、「論理」とはいったい何だろうか。日頃、無反省に、
知っているつもりで使っている概念の意味を問い直すのは、哲学の重要な仕事の一つである。
また「論理」とはいったい何かという問題は、現代の大きな問題である。というのも、20世 紀以降、
古典論理の体系以外にも多くの異なる論理体系が提案されているからである。それらの非古典的な
体系が論理と呼ばれるなら、ある体系が「論理」と呼ばれるためには、どんな性質を満たしている
ことが必要だろうか。
本演習では、最小述語論理の自然演繹の体系の解説から始め、最小論理・直観主義論理・古典論理
での論理式の証明とそのモデルを使った議論が出来るようにすることを目的とする。その中で、単
なる記号の処理を行なう体系が「論理」と呼ばれるにはどんな性質を満たす必要があるかを考察す
る。

 [到達目標]
直観主義論理と古典論理の自然演繹で、基本的な演習問題が解けるようになる。また、古典論理の
完全性定理の証明を理解し、モデル論的意味論の意義を理解する。

 [授業計画と内容]
前半では、前期に紹介した最小述語論理を例にとり、論理結合子の意味とは何かを、「証明論的意
味論」と呼ばれる立場から考察する。具体的には、ベルナップの「トンク」の例を題材に、論理結
合子の条件とは何かを考え、保存拡大性や証明の正規化といった論理学の基本概念を理解すること
を目指す。
後半では、最小論理に論理規則を付加し拡張した論理体系を紹介する。つまり、最小論理に矛盾律、
 排中律と論理規則を加え、直観主義論理、古典論理の体 系を得る。これらの例により、論理規則
が加わるにつれて、論理式の証明は難しくなるものの、そのモデルは簡単になることを示す。また、
その考察により、健全性や完全性といった記号とモデルの関係に関する基本概念の理解を目指す。
最後に、論理学の話題として、ゲーデルの不完全性定理等も紹介する。

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う。

哲学(演習)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)(2)

 [教科書]
毎回ハンドアウトを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
戸次大介 『数理論理学』（東大出版会）
小野寛晰  『情報科学における論理』（日本評論社）
Dag Prawitz 『Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study』（Dover）

  （関連ＵＲＬ）
http://d.hatena.ne.jp/kyoto_logic/(授業Blog: 休講等の連絡、ハンドアウト配布)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業資料は毎回、事前(1日前まで)にwebsite (授業Blog)にアップします。学生は、 授業前に資料に
ざっと目を通しておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
形式的体系を理解するためには、まず手を動かして練習問題の証明をやってみよう。記号の意味は
何か、と考えるのはそれから。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０

授業科目名
　<英訳>

哲学（演習）
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 名古屋大学　文学部 教授 宮原　勇

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期フッサール時間論の再構築

 [授業の概要・目的]
現象学者フッサールの初期時間論は現在刊行されている形では編纂上の問題があり、本来の意図が
どこにあるのかが明確となっていず、時間意識の構造を説明している図表(ダイアグラム)の解釈も
困難になっている。そこで、これまでの研究者のいくつかの解釈を検討しつつ、参加者自らが各図
表と本文の検討をし、統一的な見解の構築を目指す。以上の作業を通じて、哲学研究におけるテキ
ストの読解と先行研究の消化の訓練を行い、みずからの哲学研究のスキルの向上を目的とする。

 [到達目標]
・西洋哲学での時間論の系譜に関する基礎的知識を身につける。
・McTaggartの時間論の議論を十分理解する。
・初期フッサールの講義『内的時間意識の現象学』の主要テキストの十分な理解。
・上記講義での図表(ダイアグラム)を綿密に解釈する。
・主要なる先行研究の読解と批判的検討
・初期フッサールの講義『内的時間意識の現象学』に関する、統一的見解の形成を試み、テキスト
解釈を基礎にした哲学研究ができるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによって、順序や同一テー
マの回数を変えることがある。また、そのつど参考論文の検討をする。
第1回　西洋哲学における時間論の系譜
第2回　McTaggart"The Unreality of Time"の議論の分析とHusserlの議論との関係
第3回　Brentanoの時間論とHusserlの批判ーHusserliana,Band X,§§3-7.
第4回　時間客観の現出と§10の図表
第5回　過去把持、想起、知覚の区別　§§14-18
第6回　想起の二重の志向性　§§24-26
第7回　過去把持の二重の志向性　§§34-39
第8回　現出の構成と事物の構成　§43の図表
第9回　同時性の問題と絶対的な流れ　補遺V-VIII
第10回　個体性に関するゼーフェルダー草稿　補足テキストNr.35-37
第11回　意識流の二重の志向性　補足テキストNr.45
第12回　第一次的記憶変様　補足テキストNr.50
第13回　内的意識の志向性　補足テキストNr.53
第14回　意識流、内的対象としての現出、対象　補足テキストNr.54
第15回　総括的討議　

 [履修要件]
特になし

哲学（演習）(2)へ続く↓↓↓



哲学（演習）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績の評価方法は、平常点評価とする。
・出席は80パーセント以上必要。[点数はつけない]
・担当したテキストの分析・検討に関する評価ーーー80点
・授業内の質問・意見ーーー20点

 [教科書]
予め下記の書物から必要な箇所をコピーして配布する。ドイツ語のテキストも英語訳とともに配布
する。
・Edmund Husserl, Zur Phaenomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husserliana Bd.X
・Edmund Husserl, On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893-1917) (Husserliana: 
Edmund Husserl - Collected Works)
また、McTaggartの論文The Unreality of Timeは授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
部分的には邦訳がある。
・フッサール、『内的時間意識の現象学』、立松弘孝訳、みすず書房

 [授業外学習（予習・復習）等]
自分に割り当てられたテキストの精読のみならず毎回の授業のテキストは、必ず事前に精読し、分
析しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等がある場合には、下記のアドレスに連絡すること。
miyahara@lit.nagoya-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。



思想文化学１１

授業科目名
　<英訳>

哲学（特殊講義）
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 豊橋技科大総合教育院 講師 中村　大介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス・エピステモロジーの一系脈：バシュラール、カヴァイエス、カンギレム

 [授業の概要・目的]
この講義では、フランスの科学哲学であるエピステモロジー（科学認識論）の代表的な哲学者三人
を取り上げる。バシュラールの自然科学の哲学、カヴァイエスの数理思想、カンギレムの生物学と
医学の哲学を学ぶことで、（A）彼らの哲学とフランス現代思想の関係を、（B）科学に対する彼
ら独自のアプローチを、それぞれ把握することを目的とする。

 [到達目標]
エピステモロジーのある系脈の基本的な着想を学ぶことで、その着想を哲学史のうちに位置づける
ことができるようになり、また英米の科学哲学など、現代の諸思想との比較をおこなえるようにな
る。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション：三つのテーマ（問題、誤謬、知性）
第２～５回　バシュラール（物理学、化学の哲学）
第６～９回　カヴァイエス（数理哲学）
第10回　インタールード：エピステモローグのレジスタンス活動
第11～14回　カンギレム（生物学と医学の哲学）
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（計３回）の総点で評価する。

 [教科書]
ハンドアウト（文献表及び引用集）を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
金森修 『バシュラール -- 科学と詩』（講談社）ISBN:978-4062659055
近藤和敬 『カヴァイエス研究』（月曜社）ISBN:978-4901477895
ドミニック・ルクール 『カンギレム -- 生を問う哲学者の全貌』（白水社）ISBN:978-4560509609

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要はないが、参考書（授業中に挙げるものも含む）を関心に応じて読み、授業内容を批判
的に捉え直してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
科学や数学に関する特別の知識を前提とせずとも受講できるよう、配慮する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１２

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  大学院演習

 [授業の概要・目的]
大学院生等による発表を踏まえた論文指導。哲学専修所属の大学院生は必ず履修・出席すること。

 [到達目標]
哲学の専門論文の執筆に必要な技量・知識を身につける。またプレゼンテーションやディカッショ
ンのテクニックをも学ぶことができる。これらの事柄を習得することで、哲学の専門研究者のみな
らず、高度な専門職従事者に要求される論理的で批判的な思考態度を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
大学院生等の研究発表を軸とする授業であるため、毎回のテーマを設定せず、複数回にわたって一
体的な学修を行う。
１）～１５）原則的に各週二人が発表する。発表時間は各自３０分（厳守）。プレゼンテーション
の仕方も指導する。

 [履修要件]
哲学専修大学院生

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（発表、質問、その他平素よりの演習への参加姿勢）に基づき、年度末に成績を決定す
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]
時間内に発表できるように、事前に発表の予行演習を含めた準備をしておくこと。また、
発表原稿および関連文献等は、原則として、全て、発表の一週間前に参加者のみがアクセスできる
デジタル空間にアップロードしておくこと。

（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。



思想文化学１３

授業科目名
　<英訳>

哲学(語学)
Greek

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  語学

使用
言語 ギリシア語

題目  ギリシア語文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
古代ギリシア語（アッティカ方言）の基礎を学ぶ。初級文法と基本語彙を習得することで、オリジ
ナルのテクストを読むための基礎的な力を養成する。 

 [到達目標]
古代ギリシア語のテクストを読むための基盤を形成する。 
今後の「講読」や「演習」の授業に参加するために必要な基礎的な語学力を養成する。

 [授業計画と内容]
毎回の授業では、教科書を１～２課のペースで進む。新しい文法事項の解説を行ない、教科書の練
習問題を宿題として課す。次回の授業で、出席者には宿題の発表をしてもらったあと、文法事項の
復習を行ないながら、ギリシア語の文章を解説する。教科書を終えた残りの４～５回は、授業参加
者の希望と実力を勘案した上で、簡単なテクストの講読を行ないたい。（テクストとコメンタリー
とはこちらが用意する。�） 
ギリシア語の学習には語形変化の体得が不可欠であるが、授業時間が限られるので、授業時間以外
でも積極的に反復練習を行なってもらいたい。習得度合いを確認するため定期的に小テストを行な
う予定である。 

第１回　イントロダクション（履修にあたっての注意点や授業の進め方などについて説明する）、
教科書第１課の解説 
第２回～第２４回　教科書の解説（毎回１～２課のペースで進める） 
第２５回～第２９回　講読（平易なテクストの読解） 
第３０回　テスト（受講者の状況次第で引き続き講読をおこなう）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
全授業回数の３分の２以上の出席を必須とする。平常点を重視する（出席回数、宿題の発表、小テ
ストの点数）。受講者の状況次第で年度末にテストを行なう。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）ISBN:9784000008297

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

哲学(語学)(2)へ続く↓↓↓



哲学(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で解説した課の練習問題を宿題として課す。授業時間以外の最低限の学習として、自分の力で
宿題の和訳を準備することが求められる。さらに、新出単語の語形変化を練習してもらいたい。 
ギリシア語２時間コースは授業時間が限られるので、ギリシア語の要となる語形変化の定着は、自
主的な反復練習に頼らざるをえない。短時間でもかまわないので、可能なかぎり毎日、基本的な語
彙の語形変化の練習時間を確保するようお願いしたい。

（その他（オフィスアワー等））
出席者には相応の準備が求められる。特に語形変化の反復練習を自主的に行なってもらいたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１４

授業科目名
　<英訳>

哲学(語学)
Latin

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 堀川　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木3

授業
形態  語学

使用
言語  ラテン語

題目  ラテン語（2時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語の基礎を学ぶ。ラテン語は、ローマ帝国・ラテン文学の言語としての価値を持つだけでな
く、中世から近代にかけての学術公用語としての価値、またイタリア語・フランス語など「ロマン
ス諸語」の祖としての価値など、様々な価値を持つ。本授業では、語形変化のシステムや基本語彙
など記憶すべきことを逐一確実に記憶し、辞書などを参考にしながらラテン語で書かれた文章を読
んで行くための準備を整える。 

 [到達目標]
・ラテン語がどのような言語であるのか、その概略を知ること。 
・基本語彙と変化パターンを覚えてある程度運用できるようになること。 
・辞書の構成を知りそれを使えるようになること。  

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課）の内容を小分けにし、一年かけてゆっくり学習を進めてゆく（前期は２回の
授業で１課のペース；後期は少しペースを上げる）。ラテン語の習得には多様な語形変化への習熟
が不可欠である。あらゆる局面で徹底的な暗記と練習が求められることを覚悟して履修していただ
きたい。 

授業計画は以下の通り： 
１）授業では文法事項の説明をなるべく丁寧に行い、教科書にある練習問題は自宅学習用の課題と
して用いる。 
２）授業で説明した事項（主に語形変化）への習熟度を確認するための小テストを（原則）毎回実
施する。 
３）その他、必要に応じて既習事項に立ち返り、記憶の強化を進めてゆく。 

［前期］第1回～第15回：教科書 §1～§38 
［後期］第16回～第30回：教科書 §39～§82 

＊第1回の冒頭で簡単なイントロダクション（上記内容の詳細と成績評価について）を行うので、
履修者は必ず出席すること。

 [履修要件]
特になし

哲学(語学)(2)へ続く↓↓↓



哲学(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点（30%）、毎回の小テストでの得点（30%）、定期試験での得点（40%）の合算による。 
なお定期試験は前期と後期に各１回実施する。

 [教科書]
中山恒夫 『標準ラテン文法』（白水社）ISBN:978-4560017616  

 [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が、毎回の小テストと定期試験のために相応の復習が必要である。要求される
のは以下の３つ： 
１）授業ノートを使ってのポイント確認。 
２）変化変化の反復練習。 
３）練習問題を使っての知識運用の仕方の体得。

（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。



思想文化学１５

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新しい記述的形而上学

 [授業の概要・目的]
「記述的形而上学」とはP.F.ストローソンが用いた概念である。彼によればこれは「世界にかかわ
るわれわれの思考の実際の構造を記述することで満足する」形而上学であり、「よりよい構造を産
み出すことにかかわる」はずの「修正的形而上学」と対比される。もちろん「よりよい構造を産み
出す」ことは望ましいが、そのためにも、「世界にかかわるわれわれの思考の実際の構造」のより
精確な記述が必要であろう。この授業では、ストローソンによって（カントとともに）「記述的形
而上学」の代表的哲学者とされたアリストテレスの分析を参照しながら、より徹底した新たな「記
述的形而上学」の可能性を探究する。#160

 [到達目標]
「世界にかかわるわれわれの思考の実際の構造を記述する」という「記述的形而上学」の試みを、
概念的分析と概念の歴史性の解明という二つの視点から遂行することを通じて、哲学の諸問題を理
論的視点と歴史的視点の両方から考える能力を養う。#160

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進行や聴講者の理解などに対応して順
序や同一テーマの回数を変えることがある。 
１　「記述的形而上学」と「修正的形而上学」：ストローソンによる対比の背景（2週） 
２　原型としてのアリストテレス(1)：継承と反逆（2-3週） 
３　原型としてのアリストテレス(2)：出発点を持つ思考（2-3週） 
３　原型としてのアリストテレス(3)：非存在論的オントロジー（11週） 
４　原型としてのアリストテレス(4)：オントロジーと倫理（3週） 
５　「修正的形而上学」の伝統とその基本的動因（5週） 
６　新たな記述的形而上学の基本問題（3週）#160

 [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（詳細については授業で説明する）。

 [教科書]
使用しない

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(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]
授業内で事前に読むべき資料などの配付するので、予習しておくこと。

（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。



思想文化学１６

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 東北大学　文学研究科 准教授 荻原　理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  エピクロス派哲学研究

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、第一に、エピクロス派哲学の基本的な主張およびその論拠を説明すること、第
二に、それらの主張やこれを支持する議論に対して哲学的考察を加えることである。ヘレニズム時
代の三大流派の一つであるエピクロス派は、「すべてのものは原子と空虚から成る」、「幸福とは
心身が苦しみを免れている状態である」、「死は怖くない」、「神は人間のことなど気にかけない」
などと主張する。われわれにとって受け入れ難い主張も、信憑性のある主張も含み、ユニークな哲
学体系となっている。エピクロス派哲学はまた、マルクスやドゥルーズなど、現代の思想家にも影
響を与えている。われわれはここから様々なことを学び得る。

 [到達目標]
　エピクロス派哲学の諸主張ならびにそれぞれの論拠について明確に説明できるようになる。
　エピクロス派哲学が提起した哲学的問題について自分で考え、議論を展開できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のように予定を立てているが、授業中の議論の成り行きによって、進度やトピックが多少変更
されるかもしれない。
第1回：　導入：ヘレニズム哲学の概観、エピクロス派の概観
第2回：　原子と空虚　宇宙
第3回：　魂　心身関係
第4回：　知覚と「影像」　認識論
第5回：　幸福になるために哲学する　幸福、快楽
第6回：　神は世界を支配せず、人間のことを気に懸けない
第7回：　死は怖くない（１）：エピクロスの議論
第8回：　死は怖くない（２）：幸福についての経験主義（experientialism）
第9回：　決定論をめぐるストア派との論争（１）：エピクロスの立場を中心に
第10回： 決定論をめぐるストア派との論争（２）：ストア派の立場を中心に
第11回： 決定論をめぐるストア派との論争（３）：決定論と道徳的責任の両立可能性
第12回： 社会論
第13回： カール・マルクスの学位論文
第14回： ジル・ドゥルーズのルクレティウス論
第15回： 試験

 [履修要件]
特になし

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終回の筆記試験のみによる。
授業の内容を踏まえた上で、問題に関する自分の考えを示し、その理由を述べることが求められる。

 [教科書]
ディオゲネス・ラテルティオス（加来彰俊訳） 『ギリシア哲学者列伝（下）』（岩波書店（岩波文
庫））ISBN:4-00-336633-6（本講義に関連するのは「第十巻　エピクロス」）
ルクレーティウス（樋口勝彦訳） 『物の本質について』（岩波書店（岩波文庫））ISBN:4-00-
336051-6（全体が本講義に関連する）

 [参考書等]
  （参考書）
内山勝利（責任編集） 『哲学の歴史　2』（中央公論新社）ISBN:978-4-12-403519-3（本講義に特に
関連するのは「Ｉ　エピクロスと初期エピクロス学派」）
Ａ・Ａ・ロング 『ヘレニズム哲学』（京都大学学術出版会）ISBN:978-4-87698-613-2（本講義に特
に関連するのは「第二章　エピクロスとエピクロス哲学」）

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に、教科書（・参考書）の関連箇所に、ざっとでもよいので、目を通しておくことが望ましい。

授業でわかりにくかった点をまとめ、次回（以降）に質問してくれるとよい。

（その他（オフィスアワー等））
基本的に講義形式だが、質問や意見を積極的に出して頂きたい（そのための時間を多く取りたい）。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１７

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

南山大学　　　　　　　
キリスト教学科 准教授 松根　伸治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中世哲学における意志の弱さ

 [授業の概要・目的]
わかっているのに悪いことをしてしまうという「意志の弱さ」の問題は、古代以来、人間の行為の
構造や道徳性を考える際の重要な論点のひとつだった。この講義では、13世紀のスコラ哲学に焦点
を当ててこの問題を考える。とくに注目したい点は、『ニコマコス倫理学』第7巻の解釈、キリス
ト教的な意志概念との関係、徳倫理の枠組みを背景にした当該問題の位置づけである。

 [到達目標]
・スコラ哲学における意志の弱さの議論の特徴を説明できる。
・意志の弱さについて、哲学史的理解をもとに自分の考えをもつ。

 [授業計画と内容]
1. イントロダクション
2. 意志概念の「発見」と展開
3. スコラ学以前の意志論（アウグスティヌス）
4. スコラ学以前の意志論（アンセルムス）
5. アリストテレス解釈上のいくつかの論点（1）
6. アリストテレス解釈上のいくつかの論点（2）
7. トマスの無抑制論（1）
8. トマスの無抑制論（2）
9. トマスの無抑制論（3）
10. 小括
11. 1277年の禁令と意志についての議論（1）
12. 1277年の禁令と意志についての議論（2）
13. ガンのヘンリクスと意志の弱さ（1）
14. ガンのヘンリクスと意志の弱さ（2）
15. まとめと補遺

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加度（20点）とレポート（80点）の合計により評価。
レポートは講義内容から具体的論点を選んで書く。その論点に関する理解の正確さを重視して評価
する。

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
T. Hoffmann (ed.) 『Weakness of will from Plato to the present』（CUAP, 2008）
B. Kent 『Virtues of the will: The transformation of ethics in the late thirteenth century』（CUAP, 1995）
R. Saarinen 『Weakness of the will in medieval thought: From Augustine to Buridan』（Brill, 1994）

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料を読み直し、レポート執筆の準備をする。

（その他（オフィスアワー等））
質問や相談は各日の講義終了後に随時受けつけます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１８

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋近世哲学とヘノロジー

 [授業の概要・目的]
西洋哲学史研究上の概念としてのヘノロジーの解明と基礎づけ。およびその応用編としてのこの観
点からの近世哲学史の再検討。具体的にはデカルト・スピノザ・ライプニッツ・カント・ショーペ
ンハウアー・シェリング・ヘーゲルに関してケース・スタディを行なう。

 [到達目標]
新しい研究上の視点を導入することによってよく知られた対象に対してもフレッシュな光を当てる
ことができる、という作業を共有する。これを通じて自己の専門分野での応用ができる能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回と第２回は、ヘノロジー概念が使われ始めた事情を明らかにすることから着手して、現代欧
米でのその状況を概観し、われわれ自身のヘノロジー概念を基礎付ける。第３回から第10回までは
特に17世紀以降の近世哲学史における主要な哲学者に関してこの概念の導入がもたらすものがなに
か、詳しく検討する。以上を踏まえて残りの講義ではヘノロジー原論を抽出する作業を行なう。

 [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。独自の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [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]
第１回に指示する文献を読むこと。

（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。



思想文化学１９

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヘノロジーと日本哲学史

 [授業の概要・目的]
ヘノロジーという概念の応用可能性として日本哲学史を取り上げる。

 [到達目標]
西洋近世哲学史の知識と研究が日本哲学史研究にとって持つ意義を理解すること。両分野を一体的
なものとして捉えることのもたらすメリットを積極的に捉えて展開すること。

 [授業計画と内容]
前期の講義を踏まえ、ヘノロジーという概念で日本哲学史に照明を当てることで得られる成果を論
じる。具体的には、まず、第1回から第5回までに西田、田邊、高橋里美、務台理作のあいだで論争
が行なわれた「場所」と「種の論理」、「包越」という中心概念を理解する作業を行なう。その上
で第6回から第10回はヘノロジーという概念を用いてこの論争を整理することを試み、高坂正顕や
高山岩男の歴史哲学上の業績を検討する。第１０回以後は日本哲学史と西洋哲学史との一体的理解
がもたらす新しい視野へと話を進める。

 [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。独自の観点があるものは高く評価する。

 [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]
第１回に指示する関係文献の熟読。

（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。



思想文化学２０

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(特殊講義)
History of Western Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大東文化大学　法学部 教授 山根　雄一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「根源的獲得」から見るカントの批判哲学

 [授業の概要・目的]
イマヌエル・カントの批判哲学は、解釈者の採る視点次第で実に様々な相貌を呈する。本講義では、
「根源的獲得」という特定の光源から、それに連なり得る問題状況の広がりも意識しながら、でき
るだけカントの批判的思考の全体像を照射することが、試みられる。

 [到達目標]
カントの批判哲学における「ア・プリオリ」の意義を、「根源的獲得」という性格描写を介して理
解するとともに、カントの哲学的営為の同時代的・啓蒙的な性格を認識し、さらに現代における思
考への示唆をいかに汲み取るかを考える。

 [授業計画と内容]
　取り上げられる話題の目安として、講義担当者の著述（または単行書の各章）の表題（ないしそ
れに準ずるもの）を掲げておく。進度は必ずしも一定でなく、進行状況に応じて細部には変動があ
り得るし、近年の研究動向に基づくトピックが適宜挿入される可能性もある。

 第1回　批判的認識論における「ア・プリオリ」の概念の<位相性>
 第2回　批判的思考の根本構造としての「ア・プリオリな綜合判断」論の確立
 第3回　もうひとつの「コペルニクス的転回」
 第4回　「獲得」から「根源的獲得」へ
 第5回　批判的認識論における「直観」の「根源的獲得」
 第6回　幾何学と「根源的獲得」の視点から見た批判的自我
 第7回　定言命法における二つの位相と、「根源的獲得」
 第8回　趣味判断と「根源的獲得」
 第9回　「ミスティシズム」の問題（「根源的獲得」論登場の問題状況）
第10回　「もうひとつの革命」への視線（「根源的獲得」論展開の背景状況）
第11回　平和の形而上学(同上)
第12回　第三批判におけるキケロ評価（「根源的獲得」論と並行する一議論）
第13回　レトリックと判断力（同上）
第14回　進度調整
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]
レポート。独自の工夫が見られるものについては、高い評点を与える。

 [教科書]
講義は講義担当者の著作を参照して行われる予定だが、一部はすでに版元品切のため、教科書指定
は行わない。

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
山根雄一郎 『<根源的獲得>の哲学――カント批判哲学への新視角』（東京大学出版会）ISBN:4-13-
016023-0（版元品切）
山根雄一郎 『カント哲学の射程――啓蒙・平和・共生』（風行社）ISBN:978-4-86258-065-8
以上は講義担当者の著作。基礎文献としては、イマヌエル・カントの書き物。原語では、いわゆる
アカデミー版カント全集(Kant's gesammelte Schriften)所収のもの。各種邦訳あり。その他は授業中に
随時紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で試みられるのはあくまで一つの読み方ですから、それを参考にしながらも、受講者各自が、
それぞれの研究上の関心から、カントのテキストに接し掘り下げるよう心掛けることを期待します。
そのためにはテキストを原語で読解する力を涵養することがさしあたり必須となるでしょう。

（その他（オフィスアワー等））
先入見をできる限り排して、受講者各自が「カントと対話」することを心掛けて下さい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２１

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

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2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アリストテレス『形而上学』Θ巻を読む

 [授業の概要・目的]
アリストテレス『形而上学』Θ巻は、その重要性と難解さによって知られている。この巻は、しば
しば「存在論」ないし「一般形而上学」の名で呼ばれる「ある」をめぐる探究の一つの終着点であ
るとともに、エネルゲイアとデュナミスの概念による「ある」ことの最も詳細な分析である。しか
し他方で、重大箇所についてテキストの混入も主張されている。このようなΘ巻の精読によって、
アリストテレスの『形而上学』における「ある」「エネルゲイア」「デュナミス」の最も根幹の理
解を深める。

 [到達目標]
古代のテキストを読むための語学力、文献学的な手続き、注解をはじめとした従来の解釈の整理と
分析の能力、そして哲学の問題を平明かつ論理的に考える力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　『形而上学』Θ巻の概観とこれまでの諸解釈を簡単に紹介した上で、
授業の進め方を説明し、担当者の分担を決める。
第２回～第２９回　担当者の訳と報告にもとづいて、詳細な検討をおこなう。各授業で読む範囲は、
担当者と担当箇所によって大きく異なるが、少なくともOCTで１頁は読み進める予定。
第３０回　これまでの検討を集約し、Θ巻の全体についてあらためて議論し、理解を深める。

 [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（報告の担当と議論への参加にもとづいて評価する）

 [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]
毎回の授業で読む予定の範囲のテキストおよび指定された注解と関連文献を読み、あわせて各回の
担当者から事前に配布される訳についても検討しておくこと。 
担当者は報告する週の初めまでに授業参加者に担当箇所の訳文を配布すること

（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。



思想文化学２２

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代哲学の諸問題

 [授業の概要・目的]
西洋古代哲学にかかわる諸問題について、毎回一人あるいは二人がそれぞれの研究成果を発表し、
参加者全員によって検討し、理解を深める。

 [到達目標]
従来の解釈を踏まえた上で哲学的に重要な問題を明晰に考察する能力と、明晰に討論する力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　授業の進め方について説明をおこない、各回の発表者を決定する。
第２回～第２９回　西洋古代哲学にかかわる諸問題について、毎回一人あるいは二人がそれぞれの
研究成果を発表し、参加者全員によって検討する。話題の選択は自由であるが、発表者には授業参
加者が共有できるような明晰な議論が求められる。なお修士論文提出予定者は、この授業で必ず論
文の構想を発表すること。
第３０回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表と議論への積極的な貢献の両方にもとづいて評価する）

 [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]
発表者は、発表する週の月曜日までに参加者に発表要旨を配布すること。参加者はその発表要旨を
事前に読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２３

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『ティマイオス』を読む 

 [授業の概要・目的]
プラトン (427-347 BC) の『ティマイオス』の原典を精読します。プラトンはその晩年の著作『ティ
マイオス』において、哲学的・自然学的知見を総動員しながら、デミウルゴス（宇宙製作者）が永
遠不変のイデアをモデルとして宇宙を製作した様子を描写しています。この書は、プラトンの著作
としては例外的に、ラテン語に翻訳されて西洋中世世界に伝承されて、西洋的自然観の成立にきわ
めて深刻な影響を与えました。本授業では、この重要書を哲学的および文献学的観点から徹底的に
吟味することを目指します。

 [到達目標]
・古典ギリシア語で書かれた文献を正確に読むことができるようになること。
・注釈書・研究書を批判的に読み、また自分で訳・注を作成する練習をつむことによって、文献学
的研究の基礎能力を身につけること。
・文献解釈に関わる論文作成において、思弁的ではない、テクストにもとづいた議論を展開できる
ようになること。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
　最初に『ティマイオス』の内容および思想史的位置づけについて説明を行います。次に演習参加
に当たって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。

第２回～第１４回　プラトン『ティマイオス』精読
　『ティマイオス』を途中（ステパヌス・ページの45ページあたり）から精読します。事前に担当
者を決めて、OCTの１ページ半ほどの訳と簡単な注を準備してもらい、それを全員で検討しながら
読むという形式で授業を行います。

第１５回　まとめ
　前期に読んだテクストの内容および授業期間中に提起された議論を振り返りながら、参加者全員
で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、この回も精読に当てるこ
とがあります。

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、平常点によって算出します。その内訳は、出席状況が50点、担当箇所についての発表内容
が30点、議論への積極的な参加が20点とします。

 [教科書]
J. Burnet 『Platonis Opera IV (Oxford Classical Text)』（Oxford, 1902）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Zeyl, J. D. 『Plato: Timaeus』（Hackett, 2000）ISBN:0872204464（比較的新しい『ティマイオス』の
英訳）
Cornford, F. M. 『Plato's Cosmology』（さまざま, 1935）（現在でもスタンダードな研究書）
Taylor, A. E. 『A Commentary on Plato's Timeaus』（さまざま, 1928）（『ティマイオス』についての
きわめて詳細な注釈書）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に古典ギリシア語で書かれたテクストを読んで準備しておく必要があります。訳と注の担当
者になった場合には、遅くとも授業の２日前までにレジュメを作成し、参加者全員にメールに添付
して配布してください。この準備には１０時間程度かかると見込まれます。他の参加者は、配布さ
れた訳と注を検討しておく必要があります。この場合、準備の周到さに応じますが、やはり数時間
かかると思ってください。

（その他（オフィスアワー等））
演習の課題の都合上、きりのよいところまで読み進めるために、授業時間を延長することがありま
す。延長時間における参加は成績評価にさいして考慮せず、正規の授業終了時間に退席しても問題
ありません。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２４

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『ティマイオス』を読む

 [授業の概要・目的]
プラトン (427-347 BC) の『ティマイオス』の原典を精読します。プラトンはその晩年の著作『ティ
マイオス』において、哲学的・自然学的知見を総動員しながら、デミウルゴス（宇宙製作者）が永
遠不変のイデアをモデルとして宇宙を製作した様子を描写しています。この書は、プラトンの著作
としては例外的に、ラテン語に翻訳されて西洋中世世界に伝承されて、西洋的自然観の成立にきわ
めて深刻な影響を与えました。本授業では、この重要書を哲学的および文献学的観点から徹底的に
吟味することを目指します。

 [到達目標]
・古典ギリシア語で書かれた文献を正確に読むことができるようになること。
・注釈書・研究書を批判的に読み、また自分で訳・注を作成する練習をつむことによって、文献学
的研究の基礎能力を身につけること。
・文献解釈に関わる論文作成において、思弁的ではない、テクストにもとづいた議論を展開できる
ようになること。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
　最初に『ティマイオス』の内容および思想史的位置づけについて説明を行います。次に演習参加
に当たって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。

第２回～第１４回　プラトン『ティマイオス』精読
　『ティマイオス』を途中（ステパヌス・ページの55ページあたり）から精読します。事前に担当
者を決めて、OCTの１ページ半ほどの訳と簡単な注を準備してもらい、それを全員で検討しながら
読むという形式で授業を行います。

第１５回　まとめ
　前期に読んだテクストの内容および授業期間中に提起された議論を振り返りながら、参加者全員
で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、この回も精読に当てるこ
とがあります。

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得していること。

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、平常点によって算出します。その内訳は、出席状況が50点、担当箇所についての発表内容
が30点、議論への積極的な参加が20点とします。

 [教科書]
J. Burnet 『Platonis Opera IV (Oxford Classical Text)』（Oxford, 1902）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
Zeyl, J. D. 『Plato: Timaeus』（Hackett, 2000）（比較的新しい『ティマイオス』の英訳）
Cornford, F. M. 『Plato's Cosmology』（さまざま, 1935）（現在でもスタンダードな研究書）
Taylor, A. E. 『A Commentary on Plato's Timeaus』（さまざま, 1928）（『ティマイオス』についての
きわめて詳細な注釈書）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に古典ギリシア語で書かれたテクストを読んで準備しておく必要があります。訳と注の担当
者になった場合には、遅くとも授業の２日前までにレジュメを作成し、参加者全員にメールに添付
して配布してください。この準備には１０時間程度かかると見込まれます。他の参加者は、配布さ
れた訳と注を検討しておく必要があります。この場合、準備の周到さに応じますが、やはり数時間
かかると思ってください。 

（その他（オフィスアワー等））
演習の課題の都合上、きりのよいところまで読み進めるために、授業時間を延長することがありま
す。延長時間における参加は成績評価にさいして考慮せず、正規の授業終了時間に退席しても問題
ありません。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２５

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世哲学の諸問題

 [授業の概要・目的]
中世哲学史を専攻している学生を中心とした参加者が自分の関心あるテーマについて発表を行い討
論を行うことを通じて、中世哲学史のさまざまな領域の論点についての歴史的知識を深め、哲学的
分析力を高めることを目的とする。

 [到達目標]
・西洋中世哲学の諸問題について広く学び、歴史的連関と哲学的重要性について説明できるように
なる。 
・自身の哲学的関心を原典テキストに基づいて明快に記述することができるようになる。 
・他者の批判的吟味を理解し、それを自分の議論展開や論文作成に活かすことができるようになる。
 

 [授業計画と内容]
隔週の開講とし、1回あたり参加者1名が発表を行い、その後担当教員や他の参加者との討論を行う
こととする。発表の内容は参加者が自分で自由に選ぶことができるが、発表内容の梗概を事前に他
の参加者に配布することが求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。発表の内容、討論への参加などにより評価するが、最低1回の発表を行うことが前
提となる。

 [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]
授業の特性上、発表担当者は授業外にその準備をすることが必要である。また、その他の出席者も
担当者の予告した発表内容について、あらかじめ予習することが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
西洋中世哲学史を専攻している学生は必修とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学２６

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 甲南大学　文学部 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 I 

 [授業の概要・目的]
トマス・アクィナス中期の著作である『対異教徒大全』をラテン語原文で精密に理解し、その体系
的哲学の全体像についての理解を深めることを目的とする。また、主著『神学大全』の併読も課す
ることによって、２つの体系的著作の異同の意味を考えることも目指す。

 [到達目標]
スコラ哲学のラテン語を読解し、その哲学的意味を理解できるようになる。
トマス・アクィナスの哲学思想を原典にそくして理解し、批判的吟味ができるようになる。

 [授業計画と内容]
本年度は昨年度に引き続き、第2巻第32章以下の箇所を丁寧に読解する。トピックの中心は「世界
の永遠性」に関する諸問題となる。
（1回）イントロダクション
（2～14回）『対異教徒大全』第2巻32章から35章の精読
（15回）まとめと整理

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
1回の演習で読む量は多くはないので、授業前に原文の精密な読解や諸近代語訳の検討などが求め
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。



思想文化学２７

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 甲南大学　文学部 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 II

 [授業の概要・目的]
前期の「トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 I」の続き。トマス・アクィナス中期の著作で
ある『対異教徒大全』をラテン語原文で精密に理解し、その体系的哲学の全体像についての理解を
深めることを目的とする。また、主著『神学大全』の併読も課することによって、２つの体系的著
作の異同の意味を考えることも目指す。  

 [到達目標]
スコラ哲学のラテン語を読解し、その哲学的意味を理解できるようになる。 
トマス・アクィナスの哲学思想を原典にそくして理解し、批判的吟味ができるようになる。  

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、第2巻第36章以下の箇所を丁寧に読解する。トピックの中心は神の一性と被造物
の差異性に関する諸問題となる。 
（1回）イントロダクション 
（2～14回）『対異教徒大全』第2巻36章から42章の精読 
（15回）まとめと整理

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
1回の演習で読む量は多くはないので、授業前に原文の精密な読解や諸近代語訳の検討などが求め
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。



思想文化学２８

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アウグスティヌスの　Enchiridion　を読む 

 [授業の概要・目的]
アウグスティヌスのEnchiridionの読解を通して、アウグスティヌスの神学思想の理解を深める。

 [到達目標]
ラテン語で書かれたテキストを読むことができるようになる。  

 [授業計画と内容]
アウグスティヌスの Enchiridion のラテン語テキストを最初から丁寧に読む。
アウグスティヌスの神学の比較的まとまった論考であるテキストを読むことで、信仰・希望・愛の
区別、創造と悪、誤謬の問題についてのアウグスティヌスの基本的な考え方を考察する。

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
Augustinus  『Enchiridion』（Brepols）（初回にテキストのコピーを配布する予定。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.augustinus.it/(アウグスティヌスのテキスト、イタリア語訳)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で読む箇所の訳読ができるように予習する。余裕があれば、フランス語のコメンタリーなども
読んで欲しい。 

（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。



思想文化学２９

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』を読む   

 [授業の概要・目的]
トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』をラテン語原典で読む。アリストテレスの『ニコ
マコス倫理学』をアクィナスがどのように理解しているかを考察する。  

 [到達目標]
ラテン語で書かれたアリストテレスの注解書を読むことができるようになる。アリストテレスの用
語・思想がラテン語でどのように翻訳され、受容されているかを理解する。 

 [授業計画と内容]
トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』のラテン語テキストを二巻の注解の箇所から丁寧
に読む。一回につき一頁程度すすむ予定。徳はどのようにして形成されるか、徳とは何かに関する
アリストテレスの議論を、トマスがどのように解釈しているかを考察する。

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
Thomas Aquinas  『Sententia Libri Ethicorum』（Opera Omnia Issue Leonis）（初回にテキストのコピ
ーを配布する予定。  ）

 [参考書等]
  （参考書）
C. J. Litzinger 『St. Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Nicomachean Ethics 』（Dumb Ox Books）
ISBN:1883357519（マリエッティ版テキストに基づいた英訳。）
Thobias Hoffmann et al. 『Aquinas and the Nicomachean Ethics』（Cambridge University Press）ISBN:
9781107002678 （最近の論文集  ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で読む箇所について訳読ができるように予習をすること。古典ギリシア語の知識があれば、対
応するギリシア語のテキストにも目を通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。



思想文化学３０

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『純粋理性批判』演習

 [授業の概要・目的]
カントの主著であり近世哲学の根底でもある『純粋理性批判』を精読する。授業の狙いはカントを
通して西洋近世哲学史の展望を持つこと、および哲学のテクストの読み方を稽古する場とすること
である。

 [到達目標]
古典的なテクストに関する現在までの研究史および現代の研究状況に関する知識を得ることができ
るとともに、哲学史研究において実りのある研究方法とはいかなるものであるかについて体得する
ことができる。また哲学的な討論能力を身に着けることが可能である。

 [授業計画と内容]
本年度は「超越論的弁証論」の「理念一般について」から読み始める。過去の研究成果の蓄積も膨
大なものがあるので、それらに学ぶ作業も要求される。頻繁なクロス・レファランスを行ないなが
らの読解作業となるので、参加者はかならずPhilosophische Bibliothek版のKritik der reinen 
Vernunft(ISBN 978-3-7873-1319-8)を用意すること。第1回目に文献紹介と授業の進め方についてのガ
イダンスを行う。2回目からは順次テクストを読み進める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によるが、プロトコル作成・プロトコル報告・訳読のサイクルを２回行なうことを条件とす
る。

 [教科書]
Jens Timmermann編 『Kritik der reinen Vernunft』（Felix Meiner）

 [参考書等]
  （参考書）
福谷　茂 『カント哲学試論』（知泉書館、２００９）

 [授業外学習（予習・復習）等]
本年度までに済ませた箇所についても予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学３１

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近世哲学史の諸問題

 [授業の概要・目的]
研究室在籍者が順番に研究発表をおこない、それに関して全員で討論を行なって論文作成ないし学
会発表のためのステップとする。また議論や質問の技術を身につける場ともしたい。西洋近世哲学
史専修の大学院生は必修。

 [到達目標]
哲学史の研究方法を具体的に学ぶことができる。また批判的な検討能力を身に着け、討論力を高め
ることができる。

 [授業計画と内容]
司会者と発表者のほか毎回特定質問者をおき、研究発表に関し疑問点の明確化と改善の方向性を探
るために徹底した討論を行なう。修士論文作成予定者は春の構想発表と秋の中間発表の2回担当し
なければならない。

 [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（少なくとも一回は発表することが条件）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
予稿が配布された場合は熟読しておくこと。

（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。



思想文化学３２

授業科目名
　<英訳>

西洋哲学史(演習)
History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 浅沼　光樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  シェリング『超越論的観念論の体系』演習

 [授業の概要・目的]
西洋近世哲学史に関する基礎的素養を身につけ、哲学的文献の読解力と哲学的思考力を高める目的
で、シェリング『超越論的観念論の体系』（1800年）のドイツ語・原典テキストの精読と読解を行
なう。『超越論的観念論の体系』は、前期シェリングの代表的著作であり、フィヒテの知識学の立
場を継承・発展させ、「自己意識の歴史」という独自の方法を用いて、カントに端を発する超越論
的観念論の諸部門に体系的統一を与えることを試みた労作である。この授業では輪読形式でその精
読および解釈を行なう。出席者はテキストを各自用意し、割り当てられた担当部分について訳読し
た上で、解釈上の問題点などを指摘し、それに基づいて討論を行なう。本年度は初年度につき、最
初（序）から読み始める。

 [到達目標]
1)近世哲学の古典的なテキストを正確に読解することができるようになる。
2)テキストにおいて論じられている諸問題を、哲学史的ないし思想史的な文脈に位置づけ、その中
で理解できるようになる。
3)テキストの正確な読解と問題の思想史的な理解をふまえて、自らの関心に基づいて問題を設定し、
議論を組み立て、結論を導くことができるようになる。

 [授業計画と内容]
【前期】
第1回 イントロダクション : シェリング『超越論的観念論の体系』（以下『体系』と略）を取り上
げる意図について説明する。使用すべき辞書、および基本的な概説書などを紹介し、授業の進め方
と準備・発表の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。
第2回～第4回 『体系』に至るシェリング哲学の展開についての解説 : 『体系』は、この著作に先行
するシェリングの思想的発展の結果であり、その基礎的知識なしには理解できない。そのため3回
に分けて『体系』の理解に必要な限りにおいてシェリングの初期思想の発展について解説する。
第5回～第7回 『体系』「序（Vorrede）」の精読 : 「授業の概要・目的」で示した方式に従って、シ
ェリング『体系』を精読し、内容について討論する。テキストの内容と担当者の習熟度によって進
度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことはできないが、おおむねPhB版の2ページ程度
を読み進めることになる。
第8回～第14回 『体系』「緒論（Einleitung）」の精読 : 同上
第15回 まとめ(1) : ここまでの精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

【後期】
第16回～第26回 『体系』第一章「超越論的観念論の原理について」の精読 : 引き続き、「授業の概
要・目的」で示した方式に従って、シェリング『体系』を精読し、内容について討論する。テキス
トの内容と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことはでき
ないが、おおむねPhB版の2ページ程度を読み進めることになる。
第27回～第29回 『体系』第二章「超越論的観念論の一般的演繹」の精読 : 同上
第30回 まとめ(2) : ここまでの精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

 [履修要件]
ドイツ語の基礎的な文法の知識と読解力をそなえていることが必要である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
訳読を担当した回数とその際の発表の内容（50点）およびレポート（年度末1回、50点）によって
評価する。すべて到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
F. W. J. Schelling 『System des transzendentalen Idealismus』（Meiner, Philosophische Bibliothek ; Bd. 
448）ISBN:978-3-7873-1465-2

 [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]
その回の訳読の担当者だけでなく、それ以外の出席者も毎回、前回までの既読箇所を復習するとと
もに、今回の講読箇所を予習し、疑問点などをまとめた上で授業に臨むこととする。

（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。



思想文化学３３

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  九鬼周造の「偶然」と「名」－哲学から文芸論への展開-2

 [授業の概要・目的]
　この講義は、平成２７年度の後期講義で論じた内を、引き続き展開するものである。　九鬼周造
の思索は、「いき」の哲学的説明を端緒とし、それが「偶然性」を生み出し、さらに文芸における
押韻論へと展開したと概観することができる。講義では、九鬼における「固有名」と「実存」の問
題に注目する。「名」の問題は『「いき」の構造』での「いき」の分析の方法論にも関わっている。
その「序説」で「いき」の理解を唯名論の方向に向けると述べられているからだ。しかし、この方
向で、九鬼の目指した「いき」の具体的・事実的な存在は、会得され、説明されることが 完全にで
きたのかという疑問が残る。
　この講義(後半)の概要は、次のようなものとなる。①九鬼による「実存」の概念がどのようなも
のであるかを確認し、「実存」は彼の哲学の中核をなす「偶然性」への信念のもとに理解されてい
ることを示す。②次に、この問題を「固有名」において考え、二元の関係を探り、意味というもの
の意義とアイデンティティーの問題を検討する。③さらに、文芸論における詩作の問題においても、
「二元の邂逅」について考えることができる。偶然が織りなす詩の音と意味の世界について、ヴァ
レリーの詩学や田辺元による象徴についての詩作などと比較しながら論じる。

 [到達目標]
九鬼周造の哲学の全体が、偶然性の哲学、実存哲学から文芸論への展開という観点から理解できる
ということを確認した上で、「名」、特に「固有名」という問題が、九鬼哲学の中でどのような重
要性をもつのかについて考察することができる。また、近代日本哲学への実存哲学の導入について、
九鬼が果たした役割を確認することができる。

 [授業計画と内容]
以下のような課題を通して考察を深めてゆく。各課題に充てる予定の回数を、【　】内に示してお
く。

①九鬼における実存、イデア、本質の理解を確認する。(平成27年度後期講義の復習)【１回】
②九鬼哲学における実存哲学の意義【１回】
③九鬼のエッセー「自分の苗字」に見る固有名の問題【１回】
④実存と名の問題【２回】
⑤固有名と偶然性、固有名と必然性【３回】
⑥偶然性の哲学から説明する名、実存、アイデンティティー【３回】
⑦偶然性の哲学から発展する詩作、押韻論【３回】

 [履修要件]
特になし

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50%と前期末のレポート試験50%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]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

（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。



思想文化学３４

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  全回生 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  京都学派の哲学における神秘主義研究について

 [授業の概要・目的]
京都学派の哲学思想において、神秘主義の研究がどのような位置を占め、どのような意義をもって
いるかを明らかにしたい。

 [到達目標]
神秘主義という宗教の一つの究極的な形態についての理解を育むとともに、日本の宗教哲学思想の
特徴について理解を深める。

 [授業計画と内容]
およそ次のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼とす
るので、スケジュール通りにいかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）西谷啓治のエックハルト研究１、（３）西谷啓治のエックハ
ルト研究２、（４）西谷啓治のドイツ神秘主義研究１、（５）西谷啓治のドイツ神秘主義研究２、
（６）西谷宗教哲学における神秘主義研究の意義、（７）西田哲学における神秘主義の意義１、（
８）西田哲学における神秘主義の意義２、（９）上田閑照のエックハルト研究１、（10）上田閑照
のエックハルト研究２、（11）京都学派以外の日本の神秘主義研究１、（12）京都学派以外の日本
の神秘主義研究２、（13）京都学派の哲学と神秘主義、（14）宗教と神秘主義、（15）まとめ
なお、フィードバックの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]
期末のレポートにより評価する。

 [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]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（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。



思想文化学３５

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  １９５０年代以降の日本哲学　

 [授業の概要・目的]
　講義では、現代の日本哲学、つまり1950ー1980年代の哲学を対象とし、まずはそれがいかなるも
のであるのか、という大まかな問いを発してみたい。「近代以降の」という意味での「日本哲学」
を取り上げる場合、とかく京都学派の哲学に焦点が当てられることが常である。京都学派の哲学の
価値を様々な仕方で評価することは、日本哲学研究にとってもちろん重要な意味をもつが、そこに
焦点を当てるのではない方法で、現代の日本哲学研究の動向を整理する必要はあるはずだ。この整
理を通して、あたらめて日本哲学史の進展の方向を理解することが、この講義の目的である。そし
て、その現代の日本哲学にどのような展望が期待できるのかについても検討する。
　講義は大半が概説的なものとなるが、大森荘蔵、廣松渉、坂部恵の３人については、具体的にテ
キストを検討する。

 [到達目標]
1950年代以降の日本哲学を整理し、概観することで、近代以降形成されてきた「日本哲学」の性格
をより明らかにすることができる。また、哲学が多様化している今日、「日本哲学」という学問領
域が、日本における「哲学」の中でどのような位置にあるのかを理解する。

 [授業計画と内容]
以下のような課題を通して考察を深めてゆく。各課題に充てる予定の回数を、【　】内に示してお
く。

①ガイダンス―趣旨説明(1950年代の日本哲学に焦点を当てる意義)【１回】
②1940年代の日本哲学の特徴【１回】
③1950年代以降の日本哲学の概観【４回】
④大森荘蔵【２回】
⑤廣松渉「近代的世界観の超克」【２回】
⑥坂部恵『「ふれる」ことの哲学』【２回】
⑦まとめ―現代の日本哲学の展望【２回】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50%と後期末のレポート試験50%による。

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(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]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

（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。



思想文化学３６

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

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  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西田幾多郎の後期哲学思想

 [授業の概要・目的]
西田幾多郎の後期哲学思想において、歴史的世界の問題がどのように探求されているかを、理解す
る。西田の思想の宗教哲学的意義を考察することが最終的な目的である。

 [到達目標]
西田哲学の理解を通して、日本語で哲学することの可能性に気づくようになるとともに、自分の世
界理解を見つめ直すことができるようになる。

 [授業計画と内容]
およそ以下のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼と
するので、スケジュール通りにゆかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）歴史的世界における人間存在、（３）歴史的世界における個
物１、（４）歴史的世界における個物２、（５）絶対矛盾的自己同一について１、（６）絶対矛盾
的自己同一について２、（７）実践哲学をめぐる問題１、（８）実践哲学をめぐる問題２、（９）
国家の問題１、（10）国家の問題２、（11）知識論、（12)宗教哲学の問題１、（13）宗教哲学の
問題２、（14）宗教の問題、（15）まとめ
なお、フィードバックの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]
期末のレポートにより評価する。

 [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]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（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。



思想文化学３７

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部 教授 嶺　秀樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西田の場所の思想の探求

 [授業の概要・目的]
純粋経験から自覚へと展開する西田哲学は、「場所」の思想に到達することによって独自の立場を
確立した。本講義では、「場所」の思想の成立と「無の自覚的限定」の立場の哲学的意義を、西田
自身が対決したカント、ヘーゲルなどの西洋の哲学者たちとの比較を通して明らかにする。西田の
最終的立場である弁証法的一般者や絶対矛盾的自己同一の思想にも言及する予定である。

 [到達目標]
西田哲学の基本概念である「自覚」や「場所」の真意を把握することによって、西田の思索の独自
性が理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的には以下のプランに従って講義を進める。
　1．　西田哲学の根本問題
　2．　純粋経験の立場の問題点と「自覚」思想の発端（2週）
　3．　場所の思想の成立（2週）
　4．　場所の思想の展開（一般者の自覚的体系）
  5.   叡智的自己（西田のイデア論）
　6．　絶対無の自覚の立場から見たカント哲学（2週）
  7.   無の自覚的限定における場所的弁証法
　8．　絶対無の自覚の立場から見たヘーゲル哲学（2週）
　9．　弁証法的一般者と絶対矛盾的自己同一の論理構造
　10． 国家論・宗教論　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによって評価する。

 [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]
授業中に指示された西田のテクストを学習する。

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



思想文化学３８

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(特殊講義)
Japanese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 姫路獨協大学　外国語学部　教授 岡田　勝明

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  身体と直接知・・・西田哲学と西谷啓治

 [授業の概要・目的]
　西田哲学において、「直接経験」が「身体」を通して語られるようになったところに、その考察
は徹底した。すなわち、「哲学」として、「知る」ということがいかなることかを、西田は討究し
続けたが、その思惟の到達へと向かわしめたものが、「身体」への注目であったと考えられる。
　「身体」の意義において、「世界から考える」という立場が確立し、「作られて作る」というこ
とも、「物となって考え、物となって行う」という考えも開けてきたのであろう。そこで成立する
「知」は、さらに西谷啓治の「空の立場」において、いわば、透けて見える。西谷の最後の論文「
空と即」を手がかりに、「空」において解明しうる「身体」を考えてみたい。
　その解明は、さらに「悲哀」ということと関わる。「身体」は「情意」をも映すからである。そ
もそも「知」がどこから成立するかという問題とも関わるところで、鈴木大拙にも言及する。
　

 [到達目標]
　西田幾多郎、鈴木大拙、西谷啓治を交差させることで、「哲学とは何か」という問いへの答えを
究明することができるようになること。

 [授業計画と内容]
第一週～第四週　後期西田哲学における「身体論」
第五週～第八週　論文「空と即」における「情意」を知る「知」
第九週～第十週　田辺元における「身体」への注目
第十一週～第十二週　西田・田辺論争における焦点としての問い「哲学とは何か」
第十三週～十五週　大拙から見た、西田・田辺

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポ-ト
日常の授業への関わり方（関心のある熱意、問題意識を感じさせる発言等）３０％、レポート７０
％。

 [教科書]
　講義に必要なテキストは、そのつどコピーを配布する。

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(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]
問題の周辺について、つねに関心をもって前もって調べ、あるいはそのつどの講義後も考え続ける
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。



思想文化学３９

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(演習)
Japanese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 林　晋

 

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2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  田辺元を読む

 [授業の概要・目的]
手稿・日記などの一次資料を通して過去の偉大な思索者の思想を読み解く．読み解く対象は，哲学
者田辺元の種の論理が誕生した昭和9年の特殊講義「認識の形而上学」の講義準備ノートである．
これは田辺の特殊な筆跡のため没後50年間，田辺哲学の専門家にも読めなかった史料だが，本演習
を通して開発された「ITツールを利用する協同翻刻」の手法により，田辺哲学を理解していない学
部学生でも十分翻刻ができるようになっている．また，そのことにより従来の田辺哲学像，特に「
種の論理」の解釈が大きく変わりつつある．つまり，演習自体が最前線の研究なのである．この演
習の目的は，このような史料とITに基づく思想史研究の面白さを経験してもらい，その手法を身に
つけてもらうことであり，日本哲学史を専攻していなくても，史料研究に興味をもつすべての人に
役立つ演習となることを目指している．

 [到達目標]
手書き史料をITツールを用いて読む方法を学び，それにより日本哲学史の古典の一つ田辺元の「種
の論理」の発生の過程の一端を理解することを目指す． 

 [授業計画と内容]
まず史料の背景を説明する講義を行い，その準備のもとで演習を行う．史料読みの演習では, 史料
のオリジナルではなく，その電子画像を使い，難解な崩し字を読むために，歴史史料研究用のツー
ル SMART-GS を使う．出席者の知識や能力に応じて，講義と演習の比重は変化する．史料2枚（原
稿用紙2枚）程度を，2名のチームで担当し，1チームが2，3週を担当することを計画しているが，
参加者の人数などで変化する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当箇所の報告資料と発表の様子で評価する．

 [教科書]
使用しない

日本哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
 http://sourceforge.jp/projects/smart-gs/(演習に使うITツールのページ)
http://kyoto-gakuha.info/(演習の成果が公開されるデジタル・アーカイブ)
http://www.shayashi.jp/xoopsMain/html/modules/wordpress/index.php?p=234(本演習で過去に得られた成
果を紹介している岩波「思想」の記事)

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当にあたったものは，かなりの量の準備が必要となる．それ以外のものは，演習中の議論を担当
者がメーリングリスト経由で配布する最新の翻刻で確認しておくこと． 

（その他（オフィスアワー等））
手稿分析などに史料分析用ソフトウェアSMART-GS http://sourceforge.jp/projects/smart-gs/ を多用する．
講義参加者用のノートＰＣを数台用意しているが，自習などを考慮し自分のＰＣを持ってくるとよ
い．データなどは，外付けハードディスクに入れて貸与する． 

この演習の成果は，京都学派アーカイブ　http://kyoto-gakuha.info を通して広く京都学派の研究者に
公開されている．学問の最前線に貢献する楽しさを味わって欲しい．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学４０

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(演習)
Japanese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（５）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度前期は、昨年に引き続き、無教会キリスト教における内村鑑三
の後継者の一人である、南原繁のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・南原繁のキリスト教理解を通して、国家と宗教との関わりについて、太平洋戦争期という時代状
況から、理解を深める。
・内村鑑三と南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、南原繁『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』（岩波文庫）の内、「第一章
　プラトン復興」「第二章　キリスト教の「神の国」とプラトンの理想国家」を、担当者の解説を
通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
南原繁 『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』ISBN:978-4-00-331672-6

日本哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(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]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論
に積極的に参加することが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学４１

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(演習)
Japanese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（６）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度後期は、昨年後期と今年度前期に引き続き、矢内原とともに無
教会キリスト教における内村鑑三の後継者の一人である、南原繁のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・南原繁のキリスト教理解を通して、国家と宗教との関わりについて、1940年代という時代状況か
ら、理解を深める。
・内村鑑三、矢内原忠雄、南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、南原繁『国家と宗教』（1942年）の「第三章　カントにおける世界秩序の理念」「
第四章　ナチス世界観と宗教」を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
南原繁 『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』ISBN:978-4-00-331672-6

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

日本哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論
に積極的に参加することが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学４２

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(演習)
Japanese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定教授 総合生存学館 藤田　正勝

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  西田幾多郎の「場所」について

 [授業の概要・目的]
　西田幾多郎は１９２６年に論文「場所」を発表したが、それ以後、その思想は「西田哲学」とい
う言葉で呼ばれるようになった。西田自身もこの「場所」の思想を自らの大きな思想的転機として
捉えている。そしてこの「場所」という概念は「場所的論理と宗教的世界観」という最後の論文の
表題が示すように、晩年まで大きな意味をもちつづけた。この「場所」という論文、およびそれに
関連する「内部知覚について」「表現作用」「働くもの」「取残されたる意識の問題」「左右田博
士に答う」などの論文の主要部分を読み解くことを通して、西田哲学の本質と意義を明らかにした
い。

 [到達目標]
・西田哲学をはじめとする日本哲学の基礎知識、および近年の新しい研究動向についての知識を身
につけ、日本哲学研究を行うための基礎力を養成する。
・西田幾多郎の「場所」とそれに関連する論文を読み解き、西田哲学とは何か、「場所」とは何か、
それの現代的意義は何か、等々の問題について考察を深め、自ら論理的に思索する力、そして哲学
上のさまざまな問題について考察するために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
　最初に西田幾多郎の生涯と思想について簡単に紹介する。とくに、「場所」の論文を執筆するに
至るまでの過程を見ておきたい。
　そのあと、『働くものから見るものへ』に収められた「場所」「左右田博士に答う」や『続思索
と体験』に収められた「取残されたる意識の問題」などの、「場所の論理」に関わる主要論文を読
み進め、西田哲学とは何か、日本の哲学の歴史のなかでそれはどのような意味をもつのか、などを
明らかにしていきたい。
第１回：　イントロダクション
第２～１４回:　「内部知覚について」「表現作用」「働くもの」「場所」「取残されたる意識の問
題」「左右田博士に答う」の精読。各回、担当者の報告をもとに、全員で議論を行うことによって、
理解を深めたい。
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]
各回の演習時における発表や討議、出席状況とレポートにより評価する。評価に際しては４分の３
以上の出席を前提とする。その上で発表・討議とレポートをそれぞれ半々に評価する。

 [教科書]
西田幾多郎の論文「内部知覚について」「表現作用」「働くもの」「場所」「取残されたる意識の
問題」「左右田博士に答う」をテクストとする。『西田幾多郎全集』（新版第３巻・第７巻、旧版
第４巻・第１２巻）、岩波文庫『西田幾多郎哲学論集Ⅰ』、『続思索と体験・『続思索と体験』以

日本哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習)(2)

後』のいずれの版を用いてもよい。

 [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]
拙著『西田幾多郎――生きることと哲学』（岩波新書）の第４章「論理化をめざして――場所」を
予め読んでおいてください。

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



思想文化学４３

授業科目名
　<英訳>

日本哲学史(演習II)
Japanese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3,4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学の諸問題

 [授業の概要・目的]
この授業では、日本哲学の主要概念やテーマの理解を深め、また諸問題を自ら新しく掘り起こすこ
とを目的とする。そのために、テキストの読解、研究の口頭発表という二つの方法によって訓練を
行う。

 [到達目標]
授業の到達目標は以下の通りである。
・京都学派およびその周辺の哲学者のテキストを正しく理解し、概念、論旨などを詳細に解説、批
評できる。
・読解訓練を自らの研究論文の執筆に反映させ、適切な学術論文の書き方を身につける。
・口頭による研究発表の仕方を身につける。

 [授業計画と内容]
この授業は、以下の二部で構成される。
前期…①日本哲学の文献の読解
初回：　ガイダンス。読解は担当制とする。読解用の文献を選ぶ。研究発表の担当を決める。
2～14回：　担当者が注釈を付けるなどにより準備した読解を発表し、他の参加者と理解の確認や
修正を行う。

後期…②参加者の研究発表
毎回：一名が口頭発表を行い、それに続いて発表者と参加者が議論する。

 [履修要件]
日本哲学史専修の大学院生については、必修とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(出席、発表の内容・方法、議論参加への態度)による。

 [教科書]
使用しない

日本哲学史(演習II)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
前期　
担当者以外の参加者も、読解するテキストを予習したうえで授業に臨む。

　

（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。



思想文化学４４

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水谷　雅彦

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  大学と倫理学

 [授業の概要・目的]
大学という空間がもつ哲学・倫理学的な意味を、考察する。

 [到達目標]
大学というものがもつ倫理学的意味を哲学史、倫理学史を参照しつつ考察することを通じて、現代
における公共圏のありかたを「社交と時間の倫理学」という観点から再考する。

 [授業計画と内容]
第一回　イントロダクション
第二回～第三回　大学とは何か。その歴史と現在。
第四回～第八回　大学の倫理学史。特にカントを中心として。
第九回～第十一回　大学の現在と未来。アレント、デリダ、そして・・・
第十二回～第十四回　人文学の現在と、その公共圏における存在意義。
第十五回　まとめ

以上はあくまで予定であり、詳細な授業計画などは初回講義で述べる。

 [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]
特になし

（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。



思想文化学４５

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  規範倫理学1 

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は現代倫理学の基礎的な知識を提示することにある。とくに今年度は、加藤尚武と
ピーターシンガーという二人の倫理学者が彼らの著作と活動を通じてどのように倫理学思想を展開
したのかをたどり、それぞれの倫理学思想の意義と限界を考察する。

 [到達目標]
・現代倫理学の基本をなす功利主義の立場がどのように具体的問題に適用されたかを理解し，その
視点から現代倫理学の諸問題を吟味し，考察することができるようになる。 

 [授業計画と内容]
1、本講義の視座と問題意識【２週】 
2、生い立ちと大学での研究【２週】 
3、功利主義とロールズ【２週】 
4、完全義務と不完全義務(寄付)【２週】 
5、生命と環境の倫理【４週】 
6、進歩と進化：マルクス主義評価【２週】 
7、残された問題【3週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験の成績（70％）　平常点評価（30％） 
平常点評価は毎回の出席と積極的な発言、テキストの概要の発表を含む。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
加藤尚武 『現代倫理学入門』（講談社）ISBN:406159267X
ピーターシンガー 『実践の倫理』（昭和堂）ISBN:4812299292

 [授業外学習（予習・復習）等]
加藤尚武およびピーターシンガーのテキストを中心に検討するので、参考書に挙げた以外にも関連
文献を読んでおくことが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
授業中はディスカッションの時間を取れるように工夫するので積極的に参加すること。 
オフィスアワーはKULASISの該当箇所を参照。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学４６

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  規範倫理学2   

 [授業の概要・目的]
規範倫理学1で学んだ知識を基礎に、さらに規範理論の批判的検討を行なう。特に本年は、ダーウ
ィン以降の進化論が倫理学とどのような関係をもつかについて、主要な倫理理論である功利主義を
中心に思想史的に考察する。 

 [到達目標]
進化論の要点および現代倫理学の基本をなす功利主義の立場の要点を理解し,この思想と進化論との
関係について考察すること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。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景
や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 

1.本講義の視座と問題意識【2週】 
1、前史：ベンタムとリンネ【3週】 
2、ダーウィンとミル【5週】 
3、スペンサー、シジウィック、ムア、ヘア、ウィリアムズ【5週】 

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
前期の規範倫理学I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]
レポート試験の成績（70％）　平常点評価（30％）
平常点評価は毎回の出席と積極的な発言、テキストの概要の発表を含む。

 [教科書]
使用しない

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
内井惣七 『進化論と倫理』（世界思想社）ISBN:4790706060
内井惣七 『ダーウィンの思想』（岩波新書）ISBN:4004312027
ジェームズレイチェルズ 『ダーウィンと道徳的個体主義』（晃洋書房）ISBN:4771020949

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義では進化論を中心に検討するので、参考書に挙げた関連文献も含めて進化論について勉強し
ておくことが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
講義中にディスカッションの時間が取れるよう工夫するので、積極的な参加を求める。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学４７

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　政策創造学部 准教授 松元　雅和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  倫理学・政治哲学の方法と戦争倫理学

 [授業の概要・目的]
　本授業の目的は、現代英米圏の倫理学・政治哲学における方法論を理解したうえで、同分野にお
ける戦争倫理学の諸テーマに関して学ぶことである。
　正戦論・平和主義を中心とする戦争倫理学は、広義の分析的方法を通じた議論の深化によって、
今日飛躍的な進展を遂げている。本授業では、こうした議論を読み込むうえで必要な方法論的知識
を示しつつ、戦争倫理学として具体的に議論の焦点となっている各論的テーマを取り上げる。

 [到達目標]
　広義の英米系＝分析系に棹差す倫理学・政治哲学の方法論的特徴を理解したうえで、戦争倫理学
を素材として、議論の構造を理解し、また自ら議論を構築することができるようになる。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあい、時事問題への言及など
に対応して順序や同一テーマの回数を変えることがある。
第1回　倫理学・政治哲学の方法①
第2回　倫理学・政治哲学の方法②
第3回　論証のモデルと事例
第4回　ケース・スタディ
第5回　戦争倫理学とは何か
第6回　正戦論の歴史的展開
第7回　正戦論の現代的展開
第8回　平和主義の分析
第9回　各論①：正当原因
第10回　各論②：マクロ比例性
第11回　映像資料上映
第12回　討論
第13回　各論①：非戦闘員保護
第14回　各論②：ミクロ比例性
第15回　まとめ／学習到達度の評価

 [履修要件]
特になし

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内での発言（10点）、討論への積極的な参加（計2回、各30点）、レポート課題（30点）によ
り評価する。
レポートおよび討論への参加に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

 [参考書等]
  （参考書）
松元雅和 『応用政治哲学―方法論の探究』（風行社）
松元雅和 『平和主義とは何か―政治哲学で考える戦争と平和』（中公新書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業中の指示に応じて、指定文献の事前読み込みを行って下さい。

（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。



思想文化学４８

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  倫理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
倫理学に関するプレゼンテーション、および論文執筆のためのトレーニングを行う。 

 [到達目標]
倫理学に関する論文執筆とプレゼンテーションの能力を身につける。  

 [授業計画と内容]
出席者が自分の研究内容について報告し、討論を行う。報告者は、発表の一週間前にレジュメを提
出すること。他専修の参加も歓迎するが、倫理学専修の大学院生は必修。なお、報告者は必ず報告
の一週間前に完全原稿を配布すること。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と討論への参加によって評価する。

 [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]
事前配布レジュメを熟読のこと。  

（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。



思想文化学４９

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  応用倫理学演習

 [授業の概要・目的]
応用倫理学に関するプレゼンテーション、および論文執筆のためのトレーニングを行う。 

 [到達目標]
応用倫理学に関するプレゼンテーション、および論文執筆のための能力を養う。

 [授業計画と内容]
生命倫理・環境倫理・ビジネス倫理・工学倫理などの応用倫理学に関する諸問題を検討する。若干
の予備的講義の後、毎週出席者による発表と討論を行う。他学部、倫理学専修以外の出席者も歓迎
する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告の評価と出席などの平常点による。

 [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]
特になし。

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



思想文化学５０

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  進化倫理学入門 

 [授業の概要・目的]
進化論と倫理の関係について、主に英文テキストの読解を通じて理解を深める。本講義を通じて受
講生は、進化論に関わる倫理学上の主要な議論と問題点を理解するとともに、原典講読による緻密
な思考能力を身に付けることが期待される。 

 [到達目標]
ダーウィン以降の進化論の流れを一通り正確に理解し、それがわれわれの倫理および倫理学理論に
対してどのような含意を持つかを理解する。  

 [授業計画と内容]
指定したテキストを講読する(最初から)。

第1回 イントロダクション：進化論と倫理について概説を行なう。使用すべき辞書・事典、および
基本的な概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。また、出席
者の担当部分を決定する。

第2回～第29回　An Introduction to Evolutionary Ethicsの精読
「授業の概要と内容」で示した方式によって、指定したテキスト(第二部)を精読し、内容について
討論する。記事の内容と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示
すことはできないが、おおむね一章につき3～4回で読み進めることになる。

第30回　まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。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]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験の成績（50％）　平常点評価（50％）
平常点評価は毎回の出席と積極的な発言、3～4回の授業ごとに課す小レポートの評価を含む。

 [教科書]
Scott M. James 『An Introduction to Evolutionary Ethics』（Wiley Blackwell）ISBN:1405193964

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
内井惣七 『進化論と倫理』（世界思想社）ISBN:4790706060
ジェームズ・レイチェルズ  『ダーウィンと道徳的個体主義』（晃洋書房）ISBN:4771020949
Peter Singer 『The Expanding Circle』（Princeton）ISBN:0691150699

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前にテキストおよび参考書を用いて予習してくること。また、担当者は基本的に英文を全訳し
てくること。  

（その他（オフィスアワー等））
英文テキストの高い読解能力が要求されるため、担当が回ってきたときにはかなりの予習が必要と
なるので、そのつもりで出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学５１

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『実践理性批判』の研究

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Kritik der praktischen Vernunft(『実践理性批判』)の精読。カント倫理学に
ついての知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テキストの読解力の養成をめざす。

 [到達目標]
カント倫理学についての知見を深める。 
ドイツ語テキストの読解力を養う。 

 [授業計画と内容]
Kant:Kritik der praktischen Vernunft の Dialektik der reinen praktischen Vernunft (純粋実践理性の弁証論)
を精読する。毎時間、あらかじめ担当者を決めることなく、全員に訳読してもらい、解説を加える。
進度は、毎時間１ページ～１ページ半を予定しているが、受講者の語学力も勘案する。ドイツ語未
習者については、英語訳の利用も可とする。必要に応じて、カントのその他の著作(たとえば『純
粋理性批判』や『道徳形而上学の基礎づけ』など)にあたったりすることもあるが、まずは上記テ
キストを詳細に検討する。

 [履修要件]
テキストの途中から読み始めることになるので、そこまでの部分を邦訳でよいからあらかじめ読ん
でおくことが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(50％)と年度末レポート(50％)

 [教科書]
Immanuel Kant  『Kritik der praktischen Vernunft』
テキストは初回授業時に配布するので、各自で購入する必要はありません。

 [参考書等]
  （参考書）
授業時に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎時間の進度は多くはないが、難解なテキストであるので、それなりの予習時間が必要となるであ
ろう。  

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



思想文化学５２

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『実践理性批判』の研究 

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Kritik der praktischen Vernunft(『実践理性批判』)の精読。カント倫理学に
ついての知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テキストの読解力の養成をめざす。

 [到達目標]
カント倫理学についての知見を深める。 
ドイツ語テキストの読解力を養う。 

 [授業計画と内容]
Kant:Kritik der praktischen Vernunft の Dialektik der reinen praktischen Vernunft (純粋実践理性の弁証論)
の前期セメスターの続きを精読する。毎時間、あらかじめ担当者を決めることなく、全員に訳読し
てもらい、解説を加える。進度は、毎時間１ページ～１ページ半を予定しているが、受講者の語学
力も勘案する。ドイツ語未習者については、英語訳の利用も可とする。必要に応じて、カントのそ
の他の著作(たとえば『純粋理性批判』や『道徳形而上学の基礎づけ』など)にあたったりすること
もあるが、まずは上記テキストを詳細に検討する。

 [履修要件]
テキストの途中から読み始めることになるので、そこまでの部分を邦訳でよいからあらかじめ読ん
でおくことが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(50％)と年度末レポート(50％)

 [教科書]
Kant 『Kritik der praktischen Vernunft』
テキストは初回授業時に配布するので、各自で購入する必要はありません。  

 [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]
毎時間の進度は多くはないが、難解なテキストであるので、それなりの予習時間が必要となるであ
ろう。 

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



思想文化学５３

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 佐藤　義之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　E. レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響
を残した。本年度はレヴィナスの最初の主著（『全体性と無限』）から第二の主著（『存在すると
は別の仕方で…』）への移行期の論文である、「他なるものの痕跡」（La trace de l'autre）を読み、
第二の主著の思想の萌芽と、そこに至る彼の思想の転換を眺めてみたい。

 [到達目標]
レヴィナスの主著を精読することで、レヴィナスの思想を理解するとともに、道徳を極限まで押し
つめて考える彼の思想を通じて、道徳というものを改めて考えなおすことをめざす。

 [授業計画と内容]
　上記「他なるものの痕跡」（La trace de l'autre）を仏語原典で精読する。初回はガイダンスにあて
る。

 [履修要件]
　仏語原典で読むので、フランス語の最低限の読解力は不可欠である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記著作をプリントにして配付する。

 [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]
　当日授業で扱う箇所の予習は不可欠である。

（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。



思想文化学５４

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 佐藤　義之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　E. レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響
を残した。本年度はレヴィナスの最初の主著（『全体性と無限』）から第二の主著（『存在すると
は別の仕方で…』）への移行期の論文である、「他なるものの痕跡」（La trace de l'autre）を読み、
第二の主著の思想の萌芽と、そこに至る彼の思想の転換を眺めてみたい。
　なお、本年度前期（人間実践論演習I）に続けて上述の同一テキストを読むが、後期からの参加
者も授業についてこられるように、改めて詳しい解説を加えつつ進んでゆく。

 [到達目標]
　レヴィナスの主著を精読することで、レヴィナスの思想を理解する。

 [授業計画と内容]
　上記「他なるものの痕跡」（La trace de l'autre）を仏語原典で精読する。初回はガイダンスにあて
る。

 [履修要件]
　仏語原典で読むので、フランス語の最低限の読解力は不可欠である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記著作をプリントにして配付する。

 [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]
　当日授業で扱う箇所の予習は不可欠である。

（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。



思想文化学５５

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  京都学派の哲学における神秘主義研究について

 [授業の概要・目的]
京都学派の哲学思想において、神秘主義の研究がどのような位置を占め、どのような意義をもって
いるかを明らかにしたい。

 [到達目標]
神秘主義という宗教の一つの究極的な形態についての理解を育むとともに、日本の宗教哲学思想の
特徴について理解を深める。

 [授業計画と内容]
およそ次のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼とす
るので、スケジュール通りにいかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）西谷啓治のエックハルト研究１、（３）西谷啓治のエックハ
ルト研究２、（４）西谷啓治のドイツ神秘主義研究１、（５）西谷啓治のドイツ神秘主義研究２、
（６）西谷宗教哲学における神秘主義研究の意義、（７）西田哲学における神秘主義の意義１、（
８）西田哲学における神秘主義の意義２、（９）上田閑照のエックハルト研究１、（10）上田閑照
のエックハルト研究２、（11）京都学派以外の日本の神秘主義研究１、（12）京都学派以外の日本
の神秘主義研究２、（13）京都学派の哲学と神秘主義、（14）宗教と神秘主義、（15）まとめ
なお、フィードバックの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]
期末のレポートにより評価する。

 [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]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（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。



思想文化学５６

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

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  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西田幾多郎の後期哲学思想

 [授業の概要・目的]
西田幾多郎の後期哲学思想において、歴史的世界の問題がどのように探求されているかを、理解す
る。西田の思想の宗教哲学的意義を考察することが最終的な目的である。

 [到達目標]
西田哲学の理解を通して、日本語で哲学することの可能性に気づくようになるとともに、自分の世
界理解を見つめ直すことができるようになる。

 [授業計画と内容]
およそ以下のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼と
するので、スケジュール通りにゆかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）歴史的世界における人間存在、（３）歴史的世界における個
物１、（４）歴史的世界における個物２、（５）絶対矛盾的自己同一について１、（６）絶対矛盾
的自己同一について２、（７）実践哲学をめぐる問題１、（８）実践哲学をめぐる問題２、（９）
国家の問題１、（10）国家の問題２、（11）知識論、（12)宗教哲学の問題１、（13）宗教哲学の
問題２、（14）宗教の問題、（15）まとめ
なお、フィードバックの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]
期末のレポートにより評価する。

 [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]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（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。



思想文化学５７

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門A

 [授業の概要・目的]
この特殊講義は、すでに系共通科目「キリスト教学講義」を受講し、キリスト教思想研究に関心の
ある学部生、あるいはキリスト教研究の基礎の習得をめざす大学院生を対象に行われる。キリスト
教思想研究を目指す際に身につけておくべき事柄について、またいかなるテーマをどのように取り
上げるのかについて、解説を行う。

 [到達目標]
・キリスト教学をテーマとした研究（卒論・修論）を行うために必要な方法や知識を身につけるこ
とができる。
・キリスト教研究に関する広い知見をもとに、自主的な研究に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
　本年度前期のテーマは、「現代キリスト教思想史──弁証法神学から1960年代」である。初回の
オ
リエンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項
目が取り上げられる。
０．オリエンテーション
１．西欧近代とキリスト教
２．19世紀キリスト教思想の遺産
３．バルト１
４．バルト２
５．ブルトマン１
６．ブルトマン２
７．ティリッヒ１
８．ティリッヒ２
９．Ｈ・Ｒ・ニーバー
10．ホワイトヘッドとプロセス神学１
11．ホワイトヘッドとプロセス神学２
12．ハイデッガーと解釈学的神学１
13．ハイデッガーと解釈学的神学２
14．20世紀キリスト教思想の遺産
15．フィードバック
　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

 [履修要件]
特になし

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業において配付する資料によって、指示。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学５８

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

 [授業の概要・目的]
この特殊講義は、すでに系共通科目「キリスト教学講義」を受講し、キリスト教思想研究に関心の
ある学部生、あるいはキリスト教研究の基礎の習得をめざす大学院生を対象に行われる。キリスト
教思想研究を目指す際に身につけておくべき事柄について、またいかなるテーマをどのように取り
上げるのかについて、解説を行う。

 [到達目標]
・キリスト教学をテーマとした研究（卒論・修論）を行うために必要な方法や知識を身につけるこ
とができる。
・キリスト教研究に関する広い知見をもとに、自主的な研究に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「ポストモダン（1970年代以降）のキリスト教思想」である。初回のオリ
エンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目
が取り上げられる。
０．オリエンテーション
１．現代神学の問題状況
２．政治神学１──ティリッヒ
３．政治神学２──モルトマン
４．政治神学３──アガンベン
５．解放の神学１──フェミニスト神学
６．解放の神学２──黒人神学
７．解放の神学３──ピエリス
８．科学論の神学──パネンベルク
９．エコロジー神学１──マクフェイグ
10．エコロジー神学２──リューサー
11．エコロジー神学３──環境と経済
12．宗教の神学１──パネンベルク
13．宗教の神学２──ヒック
14．宗教の神学３──カブ
15．フィードバック
　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

 [履修要件]
特になし

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業において配付する資料によって、指示。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学５９

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪教育大学　教育学部 岩田　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  浄土教の宗教哲学

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、浄土教について、哲学的思索を展開した思想家を取り上げ、宗教哲学のあり
方を考察するものである。浄土教という個別の歴史宗教について哲学的考察することの意義を探求
することで、現代における宗教哲学の意義の一端を明らかにしてゆく。
　授業では、浄土教の展開という歴史的文脈を抑えながら、その中での思想家の思索の意義を闡明
にする。

 [到達目標]
・具体的な宗教哲学の事例、とく京都学派の宗教哲学の理解がすすむ。
・個別的な宗教と普遍をめざす哲学的知のあり方の理解が深まる。
・浄土教の基本的な考え方が理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。

 １．本講義の視座と問題意識【1週】
 ２．大乗仏教における浄土教思想【１週】
 ３．法然と親鸞の思想構造【2週】
 ４．清沢満之の宗教哲学【2週】
 ５．近角常観における浄土教と哲学【２週】
 ６．西田幾多郎と鈴木大拙における浄土教【２週】
 ７．武内義範の宗教哲学【２週】
 ８．三木清の宗教哲学【１週】
 ９．長谷正当の宗教哲学【１週】
 10.　総括とまとめ【１週】

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加（40点）、レポート（60点）により評価する。
レポートおよび個別報告については到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業時に資料は配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
岩田文昭 『近代仏教と青年』（岩波書店）ISBN:978-4-00-025988-0

 [授業外学習（予習・復習）等]
教員の講義が中心であるが、事前に授業の主題についてよく理解をするため、下調べを期待したい。
状況に応じて、担当者を決め、主題について発表を求める。 
 

（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。



思想文化学６０

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  <われわれ>の悪―その思想的系譜をたどる   

 [授業の概要・目的]
 
悪の問いは、哲学的思索にとっても、宗教的信仰にとっても、御し難い躓きの石であるとともに、
かえってそれゆえにこれらを突き動かす源泉となってきた。そのような見地から、昨年度は悪の問
いの思想史を通覧したが、本年度は、その際に十分に扱えなかった人間の集団性・共同性にまつわ
る悪について、その思想的系譜をたどっていく。 
その際に手掛かりになるのが、「われわれ」というあり方である。「われわれ」は集団の結束の表
現であると同時に、他者排除の原理ともなりうる。この両義性とそこに内属する固有の悪に迫る思
索を哲学・思想史の内に求め、それらを紹介しながらこの問題を考えていきたい。  
 

  
 

 

  
 

  
 

　
 
  

 [到達目標]
   
１．悪の問いに固有の困難とそれに取り組むことの哲学的意義を理解し、それを手がかりとして西
洋思想史の展開についての生きた理解を得る。 
２．１を通して、個々の思想家についての哲学史的研究と、宗教哲学的な思索を連関づける仕方を
学び、それを自らの学習や研究に役立てられるようになる。 

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [授業計画と内容]
1. 悪の問いと<われわれ>という次元：問題の提示と説明【2回】 
2．「根元悪」の間主観的展開（カント、ナベール）【3回】 
3．「承認の欲望」とその影（ヘーゲル、コジェーヴ、ジラール、テイラー）【3回】 
4．「集合表象」と「閉じた社会」（デュルケム、ベルクソン）　　【3回】 
5．「私たち」の閉塞とそれを超えるもの（ヴェイユ、レヴィナス、リクール)【3回】 
7.　総括　【1回】

＊各回の授業内容の配分と扱う思想家については、若干の変更もありうる。
 
なお、最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者
へのフィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　初回の授業の際に文献表を配布するので、自らの興味に応じていくつかのテクストを選んで精読
し、自らの問いを携えて授業に参加できるように準備してほしい。また、各回の授業の後は、その
回に扱った文献に目を通し、自分の思考を触発した部分を中心に、理解した事柄を自分の言葉でま
とめ直すようにしてほしい。   
   
 

（その他（オフィスアワー等））
　本講義は、同じ教員が担当する後期の特殊講義に比べると、とくに学部生や修士課程学生の便宜
を考えて、基本的な事柄の解説や情報提供に重心をおいている。そうすることで、この授業の受講
が後期の特殊講義受講に向けての準備にもなるように配慮している。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学６１

授業科目名
　<英訳>

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺哲学研究

 [授業の概要・目的]
　田辺元の哲学的思索は、その異様なまでの凝縮度と彼固有の論理への偏愛によって異彩を放って
いる。田辺は西洋哲学の最前線の動向、諸学問の最新の成果を飽くことなく摂取し、歴史的現実に
もそのつど敏感に反応しつつ、それら全てに自前の思索によって緊密な総合を与えるべく、生涯血
の滲むような努力を続けた。彼の濃密にすぎる文章はそのようにして生み出されたものである。こ
の凝縮体を丁寧に解きほぐし、そこに封じ込められたさまざまな展開可能性を切り出すことによっ
て、今日のわれわれがリアルな接触をもちうるような形で語り直すこと。それが本講義の狙いとす
るところである。本年度は、1934年に始まる「種の論理」を扱い、同時期のヨーロッパと日本の思
想動向や時代状況と連動させながら、その生成・変遷過程を辿っていく。  
 

 

 [到達目標]
１．田辺哲学の生成と展開を詳細にたどることによって、難解な田辺のテクストを正確に理解し、
その思想の特質を把握できるようになる。 
２．一人の哲学者の思索の展開を、同時代的な思想連関の中で浮かび上がらせていくための方法論
と視座を身につける。 
３．日本哲学と宗教哲学についての研究を、他のさまざまなアプローチと拙速に切り離さず、問題
連関や時代連関を意識しつつ多様な絡み合いの中で遂行していくことの意義と必要性を理解する。 
  
 

 [授業計画と内容]
　まず最初に、田辺哲学研究の歴史と現状を紹介し、本講義のアプローチの特色と狙いを説明する
（1回）。また、今学期に扱うのは1930・40年代の田辺であるが、この時期の思索の田辺哲学全体
における位置づけを示すために、田辺哲学の通時的展開を概観しておく(1回)。 
　その上で、種の論理の生成期(1934-35)(4回)、修正・整備期(1936-38)(4-5回）、国家存在論期
(1939-44)(4回）に分けて、それぞれの時期の思索の特徴と哲学的意義を、以下のような種々の切り
口から浮き彫りにしていく。 

① 西田哲学との相互批判・相互影響、および他の日本の哲学者たちとの関係 
② 同時代の西洋哲学との対話・争論、問題関心の共有 
③ 同時代の個別諸科学の貪欲な摂取とその哲学的・批判的解釈 
④ 同時代の政治的・歴史的状況との関係 

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

　なお、最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講
者へのフィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　初回の授業で、今学期に扱う田辺の主要テクストと参考文献を指示するので、少なくとも主要テ
クストには一通り目を通し、自分なりの問いを携えて授業に臨んでほしい。各回の授業の後は、そ
の際に扱った内容を自分の言葉でまとめ直し、必要に応じて参考文献にも目を通しつつ、自分の思
索との接点を組織的に探っていってほしい。  

（その他（オフィスアワー等））
本講義は田辺哲学研究という体裁をとるが、必ずしも田辺哲学のみを扱うわけではない。むしろ、
田辺の思索が同時代の国内外の諸思想に触発され、それらを驚くべき密度で消化吸収しながら展開
していく様子を浮かび上がらせることによって、田辺哲学のみならず、田辺が吸収していった同時
代の諸思想の方の哲学的潜勢力をも、新たな視点から掘り起こしていくことを目指している。その
意味で、京都学派の哲学に関心をもつ人だけでなく、同時期の西洋哲学や諸科学の動向に関心をも
つ人にも受講してもらえればと考えている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学６２

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲル『精神現象学』を読む（１）

 [授業の概要・目的]
『精神現象学』はヘーゲル研究のみならず、宗教哲学の基本的文献としても、きわめて重要なもの
である。現象学と形而上学との関係を考察する上で最も基本的な文献の一つであり、その関係は宗
教哲学の根本問題だからである。授業では、この著作の「序論」を読解し、その内容を理解するこ
とをめざす。

 [到達目標]
哲学のテキストの読み方を修得するとともに、ヘーゲルの哲学的思索の深さに触れる。

 [授業計画と内容]
ヘーゲルの『精神現象学』は、これまでさまざまな角度から膨大な研究がなされてきた著作である。
1807年に公刊されたときの表題の書き方が謎に包まれており、それをどう解釈するかによって、彼
の学の体系のなかでの精神現象学の意義と位置づけが変わってくる。そして、精神現象学の意義と
位置づけは、ヘーゲル哲学そのものの捉え方を決定する重要な問題である。演習では、論争の的に
なる「序論」を扱う。
第１回　テキストと授業の進め方について説明する。
第２回ー１４回　受講生の２～３名に担当箇所の読解を割り当てて、その内容の理解について全員
で議論する。
第１５回　これまで読解した内容について議論し、この書の意義について考察する。

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。既修していない者は、文法の教科書を第２回までに読了
しておくこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。具体的には、出席状況、担当箇所の読解、授業内での発言等によって評価する。

 [教科書]
G.W.F.Hegel『Phaenomenologie des Geistes』(Felix Meiner) ISBN 3-7873-0350-2 （コピー配布）

 [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]
１回の授業で扱うテキストの分量は限られているので、予習をしておくこと。

（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。



思想文化学６３

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

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  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲル『精神現象学』を読む（２）

 [授業の概要・目的]
『精神現象学』はヘーゲル研究のみならず、宗教哲学の基本的文献としても、きわめて重要なもの
である。現象学と形而上学との関係を考察する上で最も基本的な文献の一つであり、その関係は宗
教哲学の根本問題だからである。授業では、この著作の「緒論」を中心に読解し、その内容を理解
することをめざす。

 [到達目標]
哲学のテキストの読み方を修得するとともに、ヘーゲルの哲学的思索の深さに触れる。

 [授業計画と内容]
ヘーゲルの『精神現象学』は、これまでさまざまな角度から膨大な研究がなされてきた著作である。
1807年に公刊されたときの表題の書き方が謎に包まれており、それをどう解釈するかによって、彼
の学の体系のなかでの精神現象学の意義と位置づけが変わってくる。そして、精神現象学の意義と
位置づけは、ヘーゲル哲学そのものの捉え方を決定する重要な問題である。演習では、前期で扱っ
た「序論」に引き続いて、「緒論」を中心に読解する。
第１回　テキストと授業の進め方について説明する。
第２回ー１４回　受講生の２～３名に担当箇所の読解を割り当てて、その内容の理解について全員
で議論する。
第１５回　これまで読解した内容について議論し、この書の意義について考察する。

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。既修していない者は、文法の教科書を第２回までに読了
しておくこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。具体的には、出席状況、担当箇所の読解、授業内での発言等によって評価する。

 [教科書]
G.W.F.Hegel『Phaenomenologie des Geistes』(Felix Meiner) ISBN 3-7873-0350-2（コピー配布）

 [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]
１回の授業で扱うテキストの分量は限られているので、予習をしておくこと。

（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。



思想文化学６４

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  シモーヌ・ヴェイユ『自由と社会的抑圧』 を読む (1)   

 [授業の概要・目的]
『自由と社会的抑圧』は、政治思想家・政治活動家としての前期ヴェイユの思索の集大成というべ
き論考であり、彼女が工場労働に身を投じる直前の1934年に書き上げられた。そこでは、師アラン
の影響下で、フランス反省哲学の伝統を取り込みながら先鋭化されていく独自の自由論と、マルク
ス主義批判を介して人類史全体を射程に入れた社会的抑圧論が、稀有な緊張をはらみつつ連関づけ
られている。この論考の直後からヴェイユは独特の宗教的・神秘的思索へと旋回していくが、彼女
の宗教哲学をその本来の広がりにおいて理解するためには、この論考の理解が不可欠である。 
この授業では、邦訳も用いながらこの論考の前半部を通読し、その統合的な理解を得ることを目指
す。  

　 
   

 [到達目標]
１．演習での訳読作業を通して、フランス語の哲学テクストを読みこなすための基本的な語学力を
身につける。 
２．演習での教員による指導を通して、哲学テクストの精密な読解方法、およびそれを自分の思索
に活用するための基本的な方法を身につける。 
３．ヴェイユの重要著作の一つを教師の指導と解説の下で通読することによって、ヴェイユ思想の
根本問題とその哲学的・宗教哲学的意義を把握できるようになる。  
 

 [授業計画と内容]
第1回‐2回　導入 
　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第3回‐14回 
　「授業の概要と内容」に記した方針に基づいて、ヴェイユ『自由と社会的抑圧』の前半１、２章
を読み進めていく。各章ごとに、まず日本語訳で全体の論旨を掴み、その後で重要箇所を抜粋して
フランス語で読むというやり方をとる。 
第15回 
　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 
＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [履修要件]
第二外国語としてフランス語を履修していることを絶対条件とするわけではないが、フランス語初
心者は、できるだけ早いうちに訳読作業を行う上で最低限必要な語学力を身につけるように努めて
ほしい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（担当箇所の訳読・議論への参加）と学期末のレポートによる。

 [教科書]
Simone Weil 『oeuvres complètes tome II: Ecrits historiques et politiques』（Gallimard）ISBN:2-07-
072016-0 （授業中にテクストのコピーを配布する。）
  邦訳の『自由と社会的抑圧』（冨原眞弓訳、岩波文庫）は、出席者各自で用意されたい。  
  

 [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]
授業前にはテクストを時間をかけて精読し、語学的・内容的な検討を済ませておくことが求められ
る。また、自らの問題関心との連関で、深く掘り下げてみたい事柄について、問いを用意してくる
ことが望ましい。 
授業後には、自らの理解の不正確であった箇所を修正するとともに、既読部の内容を自分の言葉で
まとめ直したり、関連文献を読み進めたりすることを通して、自らの学習に結びつけていってほし
い。

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



思想文化学６５

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  シモーヌ・ヴェイユ『自由と社会的抑圧』 を読む (2)   

 [授業の概要・目的]
 『自由と社会的抑圧』は、政治思想家・政治活動家としての前期ヴェイユの思索の集大成というべ
き論考であり、彼女が工場労働に身を投じる直前の1934年に書き上げられた。そこでは、師アラン
の影響下で、フランス反省哲学の伝統を取り込みながら先鋭化されていく独自の自由論と、マルク
ス主義批判を介して人類史全体を射程に入れた社会的抑圧論が、稀有な緊張をはらみつつ連関づけ
られている。この論考の直後からヴェイユは独特の宗教的・神秘的思索へと旋回していくが、彼女
の宗教哲学をその本来の広がりにおいて理解するためには、この論考の理解が不可欠である。 
この授業では、邦訳も用いながらこの論考の後半部を通読し、その統合的な理解を得ることを目指
す。 

  
 

　 

  
 

  
 
   
 
 

 [到達目標]
 １．演習での訳読作業を通して、フランス語の哲学テクストを読みこなすための基本的な語学力を
身につける。 

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

２．演習での教員による指導を通して、哲学テクストの精密な読解方法、およびそれを自分の思索
に活用するための基本的な方法を身につける。 
３．ヴェイユの重要著作の一つを教師の指導と解説の下で通読することによって、ヴェイユ思想の
根本問題とその哲学的・宗教哲学的意義を把握できるようになる。 
  

 [授業計画と内容]
第1回‐2回　導入 
　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第3回‐14回 
　「授業の概要と内容」に記した方針に基づいて、ヴェイユ『自由と社会的抑圧』の後半３、４章
を読み進めていく。各章ごとに、まず日本語訳で全体の論旨を掴み、その後で重要箇所を抜粋して
フランス語で読むというやり方をとる。 
第15回 
　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 
＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
第二外国語としてフランス語を履修していることを絶対条件とするわけではないが、フランス語初
心者は、できるだけ早いうちに訳読作業を行う上で最低限必要な語学力を身につけるように努めて
ほしい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(担当箇所の訳読・議論への参加)（40％)と学期末のレポート(60%）による。レポートは到達
目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
Simone Weil 『oeuvres complètes tome II: Ecrits historiques et politiques, vol.2』（Gallimard）ISBN:2-07-
072016-0 （テクストのコピーは授業中に配布する。）
邦訳の『自由と社会的抑圧』（冨原眞弓訳、岩波文庫）は、出席者各自で用意されたい。

 [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]
 授業前にはテクストを時間をかけて精読し、語学的・内容的な検討を済ませておくことが求められ
る。また、自らの問題関心との連関で、深く掘り下げてみたい事柄について、問いを用意してくる

宗教学(演習)(3)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(3)

ことが望ましい。 
授業後には、自らの理解の不正確であった箇所を修正するとともに、既読部の内容を自分の言葉で
まとめ直したり、関連文献を読み進めたりすることを通して、自らの学習に結びつけていってほし
い。   
 

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



思想文化学６６

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

 [授業の概要・目的]
　19世紀から20世紀への変わり目に、大部の哲学の専門書が刊行された。何の変哲も無い表題にも
かかわらず、その数々の斬新なる所説の故に、同書は忽ち、少なからぬ支持者ー「ミュンヘン現象
学派」、シェーラー、ハイデガー等ーを贏ち得た。 
　この「現象学」宣言の書、『論理学研究』の掉尾を飾る第六研究を読み進めていくことで、われ
われは、意識の志向性の構造分析や、明証と真理との相関関係、および感性的・範疇的直観の区別
に関する考察に努めることにしよう。そしてそれにより、語学・哲学上の正確な知識、及び論理的
思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、そしてこの読解の過程において浮上し
てくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人が自らの思索を深化させていくことが、
本演習の目的である。

 [到達目標]
語学・哲学上の正確な知識、及び論理的思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、
そしてこの読解の過程において浮上してくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人
が自らの思索を深化させていくこと。

 [授業計画と内容]
　原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにす
る。それぞれの回には、次の箇所を読む予定である。以下、原書の節番号に続いて、教科書の頁番
号を示す。 
　１． ガイダンス 
　２. §１～§４(544-552) 
　３．§５～§６(552-560) 
　４．§７～§８(560-570) 
　５．§９～§１１(570-576) 
　６．§１２～§１３(576-586) 
　７．§１４～§１５(586-595) 
　８．§１６～§１９(596-604) 
　９．§２０～§２２ (604-610) 
　10．§２３～§２４(610-616) 
　11．§２５～§２７(616-624) 
　12. §２８～§３０(625-634) 
　13. §３１～§３５(635-644) 
　14. 総合討論 
　15. フィードバック　（詳細については授業中に適宜指示する）

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [履修要件]
ドイツ語を既修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]
平常点で評価する。

 [教科書]
Edmund Husserl 『Logische Untersuchungen, zweiter Band, Ⅱ Teil』（Felix Meiner）ISBN:3-7873-1094-
0（Gesammelte Schriften 4）

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）
エドムント・フッサール 『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の毎回の所定の範囲を予習し、各回の報告資料や演習記録等を基に復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
　受講者には、自分の担当箇所や各回に扱う部分に限らず、テキストを遍く熟読した上で出席する
ことが求められる故、その点には十分留意されたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学６７

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

 [授業の概要・目的]
　19世紀から20世紀への変わり目に、大部の哲学の専門書が刊行された。何の変哲も無い表題にも
かかわらず、その数々の斬新なる所説の故に、同書は忽ち、少なからぬ支持者ー「ミュンヘン現象
学派」、シェーラー、ハイデガー等ーを贏ち得た。 
　この「現象学」宣言の書、『論理学研究』の掉尾を飾る第六研究を読み進めていくことで、われ
われは、意識の志向性の構造分析や、明証と真理との相関関係、および感性的・範疇的直観の区別
に関する考察に努めることにしよう。そしてそれにより、語学・哲学上の正確な知識、及び論理的
思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、そしてこの読解の過程において浮上し
てくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人が自らの思索を深化させていくことが、
本演習の目的である。

 [到達目標]
語学・哲学上の正確な知識、及び論理的思考力に基づく原典の厳密な読解力を各人が涵養すること、
そしてこの読解の過程において浮上してくる重要な問題をめぐる参加者全員の討議を通して、各人
が自らの思索を深化させていくこと。 

 [授業計画と内容]
　原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにす
る。それぞれの回には、次の箇所を読む予定である。以下、原書の節番号に続いて、教科書の頁番
号を示す。 
　１． ガイダンスと前期の復習 
　２. §３６～§３８(645-651) 
　３．§３９～§４０(651-661) 
　４．§４１～§４４(661-670) 
　５．§４５～§４７(670-681) 
　６．§４８～§５１(681-690) 
　７．§５２～§５４(690-698) 
　８．§５５～§５７(698-705) 
　９．§５８～§６０ (705-714) 
　10．§６１～§６２(714-720) 
　11．§６３～§６５(720-730) 
　12. §６６～§６８(730-740) 
　13. §６９～§７０(740-750) 
　14. 総合討論 
　15. フィードバック　（詳細については授業中に適宜指示する）

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [履修要件]
ドイツ語を既修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]
平常点で評価する。

 [教科書]
Edmund Husserl 『Logische Untersuchungen, zweiter Band, Ⅱ Teil』（Felix Meiner）ISBN:3-7873-1094-
0（Gesammelte Schriften 4）

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）
エドムント・フッサール 『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の毎回の所定の範囲を予習し、各回の報告資料や演習記録等を基に復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
　受講者には、自分の担当箇所や各回に扱う部分に限らず、テキストを遍く熟読した上で出席する
ことが求められる故、その点には十分留意されたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学６８

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 加藤　希理子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  John Hick, “Philosophy of Religion (4th Edition)”を読む

 [授業の概要・目的]
この授業では、John Hickの“Philosophy of Religion (4th Edition)”を精読する。「宗教の哲学」と題
された本テキストでは、特定の宗教の立場を擁護するのではなく、そこから離れて「宗教を哲学的
に思考する」ことに主眼が置かれ、哲学の一部門というスタンスが貫かれている。そこでは、神の
存在証明や信仰と啓示など西洋の伝統的な議論が扱われるとともに、現代の動向を踏まえ、世俗化
した時代において、宗教的信念を持つことの合理性や多数の宗教の伝統がいかにして相互に歩み寄
っていくかという宗教多元主義についても扱われている。また、ヒンドゥー教や仏教といった非西
洋の宗教思想にも言及がなされている。本書を精読することを通じて、研究文献の基本的な読解力
や分析力を身につけるとともに、異他なるもの同士の対話についても考えていきたい。

 [到達目標]
・研究文献を原書で読むにあたっての基礎的なスキルを習得する。
・宗教についての哲学的な思考がどのような学問的態度であるのかを理解する。
・宗教をめぐる主要なテーマや論点について理解を深める。
・哲学・思想領域での異文化理解について考察を深める。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
授業の進め方および扱うテキストについて説明する。

第２回～第１４回　テキストの精読
毎回、訳読の担当者を決めて、テキストを読み進めて行く。訳読の担当者は、責任をもって訳出し、
当該箇所について意見や疑問を提示することが求められる。また、議論を活発にするために、著者
が用いる術語の背景や言及する文献などについても調べてくることが望ましい。議論の内容によっ
ては、講師が適宜解説し、より深い理解につながる派生的な参考文献を提示することとする。議論
には積極的に参加してほしい。

第１５回　まとめ
それまでの議論全体を振り返り、残された課題や問題点などについて議論する。

 [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(出席状況、発表内容、議論への参加など)で評価する。

 [教科書]
John Hick 『Philosophy of Religion (4th Edition)』（Prentice Hall）
(授業中にテキストのコピーを配布する。)

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(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、指定された範囲を前もって読んでおくこと。 

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



思想文化学６９

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 加藤　希理子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  John Hick, “Philosophy of Religion (4th Edition)”を読む

 [授業の概要・目的]
この授業では、John Hickの“Philosophy of Religion (4th Edition)”を精読する。「宗教の哲学」と題
された本テキストでは、特定の宗教の立場を擁護するのではなく、そこから離れて「宗教を哲学的
に思考する」ことに主眼が置かれ、哲学の一部門というスタンスが貫かれている。そこでは、神の
存在証明や信仰と啓示など西洋の伝統的な議論が扱われるとともに、現代の動向を踏まえ、世俗化
した時代において、宗教的信念を持つことの合理性や多数の宗教の伝統がいかにして相互に歩み寄
っていくかという宗教多元主義についても扱われている。また、ヒンドゥー教や仏教といった非西
洋の宗教思想にも言及がなされている。本書を精読することを通じて、研究文献の基本的な読解力
や分析力を身につけるとともに、異他なるもの同士の対話についても考えていきたい。

 [到達目標]
・研究文献を原書で読むにあたっての基礎的なスキルを習得する。 
・宗教についての哲学的な思考がどのような学問的態度であるのかを理解する。 
・宗教をめぐる主要なテーマや論点について理解を深める。 
・哲学・思想領域での異文化理解について考察を深める。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
授業の進め方および扱うテキストについて説明する。 

第２回～第１４回　テキストの精読 
毎回、訳読の担当者を決めて、テキストを読み進めて行く。訳読の担当者は、責任をもって訳出し、
当該箇所について意見や疑問を提示することが求められる。また、議論を活発にするために、著者
が用いる術語の背景や言及する文献などについても調べてくることが望ましい。議論の内容によっ
ては、講師が適宜解説し、より深い理解につながる派生的な参考文献を提示することとする。議論
には積極的に参加してほしい。 

第１５回　まとめ 
それまでの議論全体を振り返り、残された課題や問題点などについて議論する。

 [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(出席状況、発表内容、議論への参加など)で評価する。

 [教科書]
John Hick 『Philosophy of Religion (4th Edition)』（Prentice Hall）
(授業中にテキストのコピーを配布する。)

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(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、指定された範囲を前もって読んでおくこと。

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



思想文化学７０

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習II)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 杉村　靖彦
教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教学の諸問題

 [授業の概要・目的]
演習参加者が、宗教学の諸問題のなかで各人の研究するテーマに即して発表を行い、その内容をめ
ぐって、全員で討論する。討議のなかで、各人の研究を進展させることが目的である。

 [到達目標]
研究発表の仕方を学び、討論の態度を習得する。各人の研究テーマが、宗教学の研究状況のなかで
どのような意義をもつかを理解し、自らの研究の意味を説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
参加者が順番に研究発表を行い、それについて全員で討論する。各人の発表は二回にわたって行う。
即ち、発表者は１時間以内の発表を行い、続いてそれについて討論する。発表者はその討論をうけ
て自分の発表を再考し、次回にその再考の結果を発表して、それについてさらに踏み込んだ討論を
行う。したがって、１回の授業は前半と後半に分かれ、前半は前回発表者の二回目の発表と討論、
後半は新たな発表者の一回目の発表と討論となる。
第１回　オリエンテーション、参加者の発表の順番とプロトコールの担当者を決定。
第２回ー８回　博士課程の院生による発表と全員での討論。
第９回－１４回　修士課程の院生による発表と全員での討論。
第１５回　総括。

 [履修要件]
宗教学専修の大学院生は必修である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表等の内容、および議論への参加の状況によって、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]
１回目の発表予定日までに、自分の研究テーマに沿って発表の準備をする。発表の後、それに対し
てなされた質疑に基づいて、２回目の発表の準備をする。２回目の発表の後、その内容を論文とし
て完成させる。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７１

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門A

 [授業の概要・目的]
この特殊講義は、すでに系共通科目「キリスト教学講義」を受講し、キリスト教思想研究に関心の
ある学部生、あるいはキリスト教研究の基礎の習得をめざす大学院生を対象に行われる。キリスト
教思想研究を目指す際に身につけておくべき事柄について、またいかなるテーマをどのように取り
上げるのかについて、解説を行う。

 [到達目標]
・キリスト教学をテーマとした研究（卒論・修論）を行うために必要な方法や知識を身につけるこ
とができる。
・キリスト教研究に関する広い知見をもとに、自主的な研究に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
本年度前期のテーマは、「現代キリスト教思想史──弁証法神学から1960年代」である。初回のオ
リエンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項
目が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．西欧近代とキリスト教
２．19世紀キリスト教思想の遺産
３．バルト１
４．バルト２
５．ブルトマン１
６．ブルトマン２
７．ティリッヒ１
８．ティリッヒ２
９．Ｈ・Ｒ・ニーバー
10．ホワイトヘッドとプロセス神学１
11．ホワイトヘッドとプロセス神学２
12．ハイデッガーと解釈学的神学１
13．ハイデッガーと解釈学的神学２
14．20世紀キリスト教思想の遺産
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(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。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業において配付する資料によって、指示。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７２

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

 [授業の概要・目的]
この特殊講義は、すでに系共通科目「キリスト教学講義」を受講し、キリスト教思想研究に関心の
ある学部生、あるいはキリスト教研究の基礎の習得をめざす大学院生を対象に行われる。キリスト
教思想研究を目指す際に身につけておくべき事柄について、またいかなるテーマをどのように取り
上げるのかについて、解説を行う。

 [到達目標]
・キリスト教学をテーマとした研究（卒論・修論）を行うために必要な方法や知識を身につけるこ
とができる。
・キリスト教研究に関する広い知見をもとに、自主的な研究に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「ポストモダン（1970年代以降）のキリスト教思想」である。初回のオリ
エンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目
が取り上げられる。
０．オリエンテーション
１．現代神学の問題状況
２．政治神学１──ティリッヒ
３．政治神学２──モルトマン
４．政治神学３──アガンベン
５．解放の神学１──フェミニスト神学
６．解放の神学２──黒人神学
７．解放の神学３──ピエリス
８．科学論の神学──パネンベルク
９．エコロジー神学１──マクフェイグ
10．エコロジー神学２──リューサー
11．エコロジー神学３──環境と経済
12．宗教の神学１──パネンベルク
13．宗教の神学２──ヒック
14．宗教の神学３──カブ
15．フィードバック
　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
授業中に指示する
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業において配付する資料によって、指示。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７３

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想の新しい展開──自然・環境・経済・聖書（５）──

 [授業の概要・目的]
現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性は
別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こうし
たキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能性
について議論を行いたい。扱われる問題圏は、自然・環境・経済・聖書で構成されるものである。
　取り上げられる問題は、自然神学、聖書学から日本キリスト教思想までキリスト教学の全般に及
ぶが、2016年度前期は、自然神学の拡張という試みをキリスト教政治論の諸問題において具体的に
展開したい。これは、「キリスト教思想の新しい展開」についての考察の締めくくりとなる。

 [到達目標]
・キリスト教思想の新しい展開について、最新の知見を獲得することができる。
・キリスト教思想を日本キリスト教の文脈で考える際の手がかりを得ることができる。
・近代以降のキリスト教思想がいかなる問題状況に直面しどのような思索を展開してきたかについ
て、思想史的理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第一回目のオリエンテーションに続き、以下の順番で講義は進められるが、授業は、一回につきほ
ぼ一つの項目を講義するペースで行われる。

０．オリエンテーション
１．自然神学拡張を再考する
２．キリスト教と政治的なもの
３．旧約聖書と契約思想
４．契約思想の射程
５．王権
６．ローマ帝国、イエス、パウロ
７．国教化と古典的政治神学
８．近代世界と政教分離
９．国民国家と立憲主義
10．社会的なものの拡張
11．ロールズ
12．自由主義と共同体主義
13．リクール
14．徹底的民主主義
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(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。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７４

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（１）──「哲学と神学」の歴史的概要──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。扱われる問題圏は、自然・環境・経済・聖書で構成されるものである。

　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2016年度後期は、まず、「哲学と神学」の歴史的概観が行われる。

 [到達目標]
・キリスト教思想の新しい展開について、最新の知見を獲得することができる。
・キリスト教思想を現代世界の各文脈で展開するための手がかりを得ることができる。
・近代以降のキリスト教思想がいかなる問題状況に直面しどのような思索を展開してきたかについ
て、思想史的理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第一回目のオリエンテーションに続き、以下の順番で講義は進められるが、授業は、一回につきほ
ぼ一つの項目を講義するペースで行われる。

０．オリエンテーション
１．哲学と神学、あるいはキリスト教神学の起源
２．オリゲネス
３．アウグスティヌス
４．トマス・アクィナス
５．ルターとカント
６．シュライアマハーとヘーゲル
７．キルケゴールとシェリング
８．ティリッヒとハイデッガー
９．リューサーとアーレント
10．モルトマンとハーバーマス
11．神
12．人間
13．宗教と文化
14．死
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(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。（講義内容の理解と、それとの関連における問題の展開を問う。）
レポート内容についての相談は、個別的に行う。

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講生には、講義内容を理解するために必要な復習を行うのはもちろんのこととして、各自の研究
テーマとの関係づけを行うための発展的な学習が求められる。必要に応じて講義担当教員との研究
相談を行うことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７５

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大東文化大学 武藤　慎一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代キリスト教思想史　－アンティオキア学派を中心として

 [授業の概要・目的]
本講義は古代キリスト教思想を扱っているが、今年度はシリアのギリシア教父を中心とする。西シ
リアの主都アンティオキアは初めて「キリスト教徒」と呼ばれた地であり、その学派は古代随一の
釈義家モプスエスティアのテオドロスを始めとして、思想上もアレクサンドリア学派に比肩するに
もかかわらず等閑視されてきた。本講義では、ギリシア教父最大の著作を残した「クリュソストモ
ス」（黄金の口）と呼ばれるヨアンネスを中心に、適宜他の著述家のギリシア語断片やシリア語、
ラテン語資料などによって、この重要なアンティオキア釈義学派の思想を考察することで、古代キ
リスト教思想史の再考を試みる。

 [到達目標]
古代宗教思想におけるアンティオキア学派のキリスト教思想の特徴を理解する。

 [授業計画と内容]
基本的に、以下の予定に従って授業を進める。ただし、講義の進みぐあいに対応して、順序や同一
テーマの回数を変えることがある。
第1回　古代キリスト教思想におけるアンティオキア学派の位置付け：問題の所在
第2回　アンティオキア学派の由来：ユダヤ、ギリシア、シリア
第3回　４世紀西シリア・キリスト教の転換：宗教生活から生活宗教へ
第4回　神理解の可能性と不可能性
第5回　神の下降と人間の上昇
第6回　シリア教父との比較：聴覚性と視覚性
第7回　シリア教父との比較：アンティオキア学派における「解釈」
第8回　シリア教父との比較：「創始者」エメサのエウセビオスの解釈学
第9回　エメサのエウセビオスと適応論の起源
第10回　「エウドキア」（神の喜び）理解：影響作用史的聖書解釈の試み
第11回　アンティオキア学派における「エウドキア」
第12回　神人共働論
第13回　両性論的キリスト論へ：アンティオキア思想のゆくえ
第14回　古代東西シリア・キリスト教思想の現代的意義：まとめに代えて
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（20点）と学期末のレポート（80点）により評価する。
レポートについては、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
武藤慎一 『宗教を再考する　－中東を要に、東西へ』（勁草書房）ISBN:978-4-326-10247-1

 [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]
授業前に、教科書の授業で扱う箇所を読んでおくこと。
授業後は、教科書の授業で扱った箇所を読み返しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
基本的には講義形式で授業を行うが、担当可能な場合にはギリシア語テクストなどを読んでいただ
く演習形式も併用したいので、積極的な演習参加を希望する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７６

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 北海学園大学　人文学部　教授 安酸　敏眞

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  十九世紀ドイツの「学問的神学」の伝統とわが国の「キリスト教学」の理念

 [授業の概要・目的]
近年、「キリスト教学」の理念が曖昧となり、およそ学問的といえない議論が学会で横行している。
それゆえ、十九世紀ドイツの「学問的神学」の伝統と神学的遺産を、その始点（シュライアマハー）
と終点（トレルチ）に即して問い質し、それとの連関において「キリスト教学」の理念を再検証す
る。

 [到達目標]
「キリスト教学」の理念を欧米のキリスト教神学史のなかに位置づけて理解できるとともに、ドイ
ツの「学問的神学」の創始者シュライアマハーとその最後の偉大な代表者トレルチの神学の根本思
想を理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　シュライアマハー＝トレルチ的伝統と「キリスト教学」の理念
第2回　シュライアマハーの『宗教論』
第3回　シュライアマハーの『神学通論』
第4回　シュライアマハーの『信仰論』１
第5回　シュライアマハーの『信仰論』２
第6回　若きトレルチの神学的関心
第7回　トレルチのキリスト教史理解
第8回　トレルチの神学的プログラム
第9回　トレルチの歴史哲学の神学的意義
第10回　「キリスト教学」の歴史１：波多野精一
第11回　「キリスト教学」の歴史２：有賀鐵太郎
第12回　「キリスト教学」の歴史３：武藤一雄
第13回　「キリスト教学」の歴史４：水垣渉
第14回　ドイツの「学問的神学」と「キリスト教学」
第15回　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]
レポート70点、平常点30点

 [教科書]
Toshimasa Yasukata 『Ernst Troeltsch: Systematic Theologian of Radical Historicality.』（Scholars Press）
ISBN:1-55540-070-1（アメリカのヴァンダービルト大学に受理された筆者の博士論文に基づく著作。
受講者には無料配布の予定。）
シュライアマハー 『『キリスト教信仰』の弁証―『信仰論』に関するリュッケ宛の二通の書簡―』
（知泉書館）ISBN:978-4-86285-214-4（シュライアマハーの『信仰論』を理解する上で決定的に重

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

要な著作。受講者にはこの翻訳書の非売品版を無料配布の予定。）

 [参考書等]
  （参考書）
トレルチ 『信仰論』（教文館）ISBN:978-4-7642-7162-1（トレルチの神学を知る上できわめて重要
な書物。）
カール・バルト 『十九世紀のプロテスタント神学　下』（新教出版社）ISBN:978-4-400-30213-1（
シュライアマハー＝トレルチ的伝統に正面から対峙したカール・バルトの近代神学史理解を示す好
著。とくに11-75頁のシュライアマハー論は大変興味深い。）
F・W・グラーフ編 『キリスト教の主要神学者　下』（教文館）ISBN:978-4-7642-7384-9（ドイツの
最新の神学史。カトリックとプロテスタントの別を問わず、近代の代表的な神学者について学ぶこ
とができる。とくに69-105、211-235頁が参考になる。）
水垣渉・小高毅編 『キリスト論論争史』（日本キリスト教団出版局）ISBN:978-4-8184-0496-9（第
六章の「近代プロテスタントのキリスト論」が参考になる。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
履修希望者には、授業で使用する教科書を無料配布するので、毎回の授業に先立ってその資料に目
を通してくること。

（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。



思想文化学７７

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（５）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度前期は、昨年に引き続き、無教会キリスト教における内村鑑三
の後継者の一人である、南原繁のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・南原繁のキリスト教理解を通して、国家と宗教との関わりについて、太平洋戦争期という時代状
況から、理解を深める。
・内村鑑三と南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、南原繁『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』（岩波文庫）の内、「第一章
　プラトン復興」「第二章　キリスト教の「神の国」とプラトンの理想国家」を、担当者の解説を
通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
南原繁 『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』ISBN:978-4-00-331672-6
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論
に積極的に参加することが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７８

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（６）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度後期は、昨年後期と今年度前期に引き続き、矢内原とともに無
教会キリスト教における内村鑑三の後継者の一人である、南原繁のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・南原繁のキリスト教理解を通して、国家と宗教との関わりについて、1940年代という時代状況か
ら、理解を深める。
・内村鑑三、矢内原忠雄、南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、南原繁『国家と宗教』（1942年）の「第三章　カントにおける世界秩序の理念」「
第四章　ナチス世界観と宗教」を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
南原繁 『国家と宗教──ヨーロッパ精神史の研究』ISBN:978-4-00-331672-6

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論
に積極的に参加することが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学７９

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想の基本文献を読む 

 [授業の概要・目的]
キリスト教思想を理解し、研究するには、その基本的な文献を広くまた深く読むことが必要である。
この演習では、近代以降のドイツ語による文献を精読することによって、キリスト教思想研究に必
要な文献読解力の向上をめざす。

 [到達目標]
・ドイツ語テキストを精読することによって、ドイツ語テキストに基づいたキリスト教思想を研究
する上で必要な基礎的な学力を養うことができる。
・近代キリスト教思想に関する基本的事項の理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
　今年度は、ティリッヒのキリスト教思想に関わる文献から、次のものを取り上げ、演習を行う。
Paul Tillich, Fruehe Vorlesungen im Exil (1934-1935), Ergaenzungs- und Nachlassbaende zu den 
Gesammelten Werken XVII, De Gruyter, 2012.
第１回：オリエンテーション（演習の目的、進め方などの説明）
第２回：ティリッヒ神学の概観（講義）と演習担当者の決定
第３～15回：担当者によるテキストの精読と討論

 [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。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストの精読によって訳を行い、その要点・概要をま
とめ、関連事項について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメ
を作成すること）、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を
十分に行い、討論に積極的に参加すること。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８０

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  新約聖書とその思想─パウロ研究（４）─

 [授業の概要・目的]
新約聖書は、キリスト教思想の基盤であり、キリスト教思想研究を志す者には、聖書原典を読む能
力（語学・聖書学・聖書神学など）が求められる。本演習ではギリシャ語原典の講読を通して現代
聖書学の基礎の習得を目指す。

 [到達目標]
・新約聖書原典を聖書学的な手続きにおいて、また注解書を参照しつつ、読解する力を養うことが
できる。
・パウロの神学思想の基本事項を理解することができる。
・パウロ神学の現代的意義を論じる基礎を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　本年度は、昨年度に続き、多岐にわたる新約聖書の思想の内から、パウロのローマの信徒への手
紙の第４章を講読し、パウロのテキストに即しつつその思想の内実へと迫ることを試みたい。本演
習では、各種の辞書の使用法から、聖書注解書の扱い方といった、聖書テキストを読解する上で必
要となる基礎的作業の習熟を目指す。受講者には、パウロの思想の理解を深めるために、Cranfield
の注解書（ICC）などの注解書の参照が求められる。
　また、David G. Horrell, An Introduction to the Study of Paul, second edition, T&T Clark, 2006. の講読を
並行して行う予定である。

 [履修要件]
ギリシャ語初級文法を習得していること（必要があれば、個別的に相談）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（受講者には、数回の発表担当を課するが、その発表内容と、毎回の演習への参加
度とから総合的に判断する。）

 [教科書]
聖書ギリシャ語原典(Nestle-Aland 28)の関連箇所と、英語（あるいは日本語）テキストのコピーを配
付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストの精読によって訳を行い、その要点・概要をま
とめ、関連事項について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメ
を作成すること）、演習に出席することが望まれる。また、自分の担当箇所以外についても予習を
十分に行い、討論に積極的に参加すること。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水３）を利用するか、メール（アドレスは
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８１

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 LINDBERG，Stig

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Christian Studies

 [授業の概要・目的]
This course continues the critical and historical examination of prominent 20th c. Japanese activitst and 
intellectual Toyohiko Kagawa which was begun in the fall of 2015. In the preceeding module, the status of “
Kagawa research” was examined and attention was given to Kagawa’s place in Japanese Protestant history.
 Additionally, the course embarked on critical discussion of Kagawa’s thought, with a focus on his 
philosophical theology. Topics covered include his idea of salvation and his poetic approach to life. 

The spring, 2016 course will continue the critical and historical examination of Kagawa. Topics to be covered 
are listed below in the Course Outline Section. The course is designed as a seminar, with weekly student 
presentations on readings which will be provided. 

 [到達目標]
This course is designed to introduce Toyohiko Kagawa and examine his role in domestic and international 
society in the 20th century. Attention will be given to Kagawa’s place in Japanese Christendom, his 
contributions to modern Japanese society, and his philosophical theology/cosmology. By the end of the 
course, students should have a broad familiarity of Kagawa and his place in 20th century Japanese and 
international society, as well as a fuller sense of Japanese Christendom during that time. The course aims to 
distinguish Kagawa’s unique strain of Christian thought and practice by focusing on main themes in his 
worldview.

 [授業計画と内容]
This fall module will continue the critical discussion of Kagawa’s thought, with special emphases on his 
understanding of the relation between mind/spirit and matter, his notion of evil, his philosophy of “the real”
 and his advocacy of World Federation. Time permitting, the course will also touch upon his philosophy of 
time.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grades will reflect the following elements: 1) class attendance and participation, 2) weekly presentations, 3) 
final paper.
成績の割合は次の通りとなる。１）定期の演習および一般の論議（平常点）７０割・レポート３０
割

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
未定

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
weekly readings and synopses and oral presentations. 

（その他（オフィスアワー等））
Mondays 2:45-4:15

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８２

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 LINDBERG，Stig

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Christian Studies

 [授業の概要・目的]
This course continues the critical and historical examination of prominent 20th c. Japanese activitst and 
intellectual Toyohiko Kagawa which was begun in the fall of 2015. In the preceeding module, the status of “
Kagawa research” was examined and attention was given to Kagawa’s place in Japanese Protestant history.
 Additionally, the course embarked on critical discussion of Kagawa’s thought, with a focus on his 
philosophical theology. Topics covered include his idea of salvation and his poetic approach to life. 

The spring, 2016 course will continue the critical and historical examination of Kagawa. Topics to be covered 
are listed below in the Course Outline Section. The course is designed as a seminar, with weekly student 
presentations on readings which will be provided. 

 [到達目標]
This course is designed to introduce Toyohiko Kagawa and examine his role in domestic and international 
society in the 20th century. Attention will be given to Kagawa’s place in Japanese Christendom, his 
contributions to modern Japanese society, and his philosophical theology/cosmology. By the end of the 
course, students should have a broad familiarity of Kagawa and his place in 20th century Japanese and 
international society, as well as a fuller sense of Japanese Christendom during that time. The course aims to 
distinguish Kagawa’s unique strain of Christian thought and practice by focusing on main themes in his 
worldview.

 [授業計画と内容]
前の学期では賀川豊彦を伝記的に紹介し、彼の日本キリスト教界における位置付けを検討した。そ
の上、賀川研究の現状を確認し彼の神学における諸特徴を検討した。とりわけ、氏の救済観に焦点
を当てた。また賀川の天皇制に対する姿勢をも一見した。最後に、賀川を何人かの同期生に対置し
ながら比較研究をした。この学期では、賀川の思惟の世界に焦点を移す。その主題は次のようにな
る。「物質」と「精神」とそれらの双方関係に対する理解、生命主義、進化的宗教観、「悪概念」、
「人格主義」、「神の国」論、イエス論、「無」の概念、生存競争、実在論、時間論、政治経済論
などとなる。

第1週目：「物質」と「精神」

第2週目：実在論

第3週目：生命主義

第4週目：進化的宗教観

第5週目：「人格主義」

第6週目：時間論

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

第7週目：イエス論

第8週目：「神の国」論

第9週目：「悪概念」

第10週目：生存競争

第11週目：「無」の概念

第12週目：政治経済論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grades will reflect the following elements: 1) class attendance and participation, 2) weekly presentations, 3) 
final paper.
成績の割合は次の通りとなる。１）定期の演習および一般の論議（平常点）７０割・レポート３０
割

 [教科書]
未定

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly reading and synopses with oral presentations.

（その他（オフィスアワー等））
Mondays, 2:45-4:15

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８３

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ボンヘッファーのテキストを原典で読む。

 [授業の概要・目的]
ボンヘッファーのドイツ語テキストを読みこなす。
1906年生まれのドイツ人牧師・キリスト者ボンヘッファーは、当時のドイツの教会の多くがナチス
に協力したのに対して、ヒトラーに激しく抵抗運動を展開しました。彼は「汝殺すなかれ」を戒め
とするキリスト者であり、かつ非暴力主義者ガンジーの影響も受けていました。時代の流れに逆ら
い、反ナチス運動で逮捕されてからも獄中から多くの書簡を書き、その言葉の数々は現代の私たち
にも、良心に生きるとはいかなることかを問い続けています。彼の書いたテキストを原典で読んで
いきます。

 [到達目標]
ボンヘッファーは、1945年4月9日独裁者ヒトラーの暗殺計画に加担した容疑でナチスにより処刑さ
れました。彼はヒトラーの危険を当初から見抜き、そのユダヤ人政策を批判し、最後には文字通り
命を賭してナチスの暴走を止めようとしたのであります。ナチス以降もしくはホロコースト以降の
ドイツで、ボンヘッファーにキリスト者として生きる１つのモデルが求められているのも事実です。
どのような論理・倫理でもって、キリスト者・牧師でありながら、暴力や殺人をも許容するヒトラ
ー暗殺・クーデター計画に乗り出したのか、この問題を究めるため、その決定的瞬間にまで至るプ
ロセスをボンヘッファー当人のテキストに則して検討します。

 [授業計画と内容]
ボンヘッファーは現代的意味でもその存在が注目されているドイツの宗教者・神学者であります。
彼を理解するため、次のような進行を予定しています。
第１回～第３回　ボンヘッファーのおいたち
第４回～第６回　カール・バルトとの関係
第７回～第９回　ニーメラーと告白教会
第10回～第12回　ボンヘッファーと「信仰告白」
第13回～第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に出席・発表点に基づく。必要に応じて、試験・レポートを課す。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意するテキスト教材を、授業の前後（予習・復習）に確実に準備してもらう。

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



思想文化学８４

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 須藤　英幸
非常勤講師 南　翔一朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教改革演習

 [授業の概要・目的]
　マルティン・ルターの95ヵ条の提題（1517年）から始まった宗教改革は、あと数年で500周年を
迎えようとしている。宗教改革はキリスト教界内の出来事に止まらずに、その影響は、西洋世界の
あらゆる領域に深く浸透しており、その意義はまさにグローバルと言わねばならない。
　本演習は、この宗教改革に関する文献を実際に読み進めることを通して、宗教改革についての基
礎から始めて、さらに進んだ理解を目指している。

 [到達目標]
・受講者は宗教改革を前後の思想史的連関の中で理解することによって、西洋思想のマクロな動き
を宗教改革という視点から理解できるようになる。
・宗教改革は、宗教思想、歴史（中世から近代へ）、文学（聖書翻訳）など、多面的な問題領域に
関わっており、受講者は、西洋世界を多様な問題連関において捉え、各自の研究テーマを深める視
点を得ることができる。

 [授業計画と内容]
　演習は、初回のオリエンテーション（芦名教授担当）からスタートし、前半（７回）は、須藤英
幸講師により、Steven Ozment,"The Age of Reform, 1250-1550: An Intellectual and Religious History of 
Late Medieval and Reformation Europe”
が講読される。テーマは、宗教改革に先行する中世思想史との関わりにおける宗教改革である。
　後半（７回）は、南翔一朗講師により、Johannes Wallmann, "Kirchengeschichte Deutschlands seit 
der Reformation(7.Auflage)."が講読される。特に、Dritter Abschnitt: Das Zeitalter des Pietismus und der 
AufklaerungのなかのII Die Aufklaerung が扱われる予定であるが、宗教改革から近世への思想的展開
（18世紀ドイツの啓蒙主義的な神学など）が、後半の主要テーマである。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　成績は、演習の前半と後半のそれぞれの平常点（発表担当などによる演習への積極的な参加の度
合い）を総合することによって判定するが、前半と後半のいずれにおいても、レポート課題を課す
る場合がある。
　受講者は、初回のオリエンテーションに必ず出席のこと。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
演習で使用するテキストはそのコピーを授業にて配付する。

 [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]
　受講者は、指定テキストの担当箇所を中心に、毎回予習を十分に行い、受講することが求められ
る。前半での英語のテキストと後半でのドイツ語のテキストの双方を理解するために語学力の向上
に努めていただきたい。
　また授業の後には、授業中に紹介される関連文献などによって発展的な学習を行うことが望まれ
る。　

（その他（オフィスアワー等））
　受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められる。演習に関わる質問は、
演習担当の講師に授業中・後などに行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８５

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（初級） 

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、テキスト伝統などの歴史的概要に加えて、文法の基礎（母音記号、名詞、人称
代名詞、形容詞、前置詞、語根、動詞／分詞ほか）の導入。授業では、イスラエルの幼児向け絵本
や聖書テキスト・ラビ・ユダヤ教テキストの例文を用いて、動詞の完了・未完了を伴わないヘブラ
イ語文の特徴的構造に慣れてもらう。その中で文法情報とテキスト解釈との関係について、またヘ
ブライ語文法の哲学的意義・思想的特徴についても授業では言及する。

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して声に出して読めること書けること。名詞と形容詞の変化、
人称代名詞と前置詞の人称変化が認識できること。動詞のシステム、分詞の活用、さらに名詞・形
容詞・分詞などからなるヘブライ語文章構造の特徴を理解し、和訳できること。またヘブライ語作
文できること、辞書を利用できること。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞、８．７つの動詞（分詞のみ）、９．名詞文、１０．
存在の名詞ほか。＊１課題あたり１～２回を当てる。内容や順番は授業の進捗状況で多少変化する
こともある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・・出席と授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [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]
授業の中で、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
授業では、文字や母音記号を覚えるための実践的練習、また文法の意義を確認する解説の中で聖書
テキストやラビ文献他も紹介する。初級は動詞の完了形・未完了形・命令形を扱わない。それらは
中級において導入する。初級と中級をあわせての履修が好ましい。最終的には、辞書を使って独力
で様々な時代の文章を読めるようにすることを目標とするため、現代ヘブライ語辞典の購入を勧め
る。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８６

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
中級では、ヘブライ語動詞の基礎（完了形・未完了形・命令形の活用など）を身に付ける。聖書ヘ
ブライ語と賢者のヘブライ語の差異を紹介する。動詞の活用の一般的な導入をしたのち、やさしい
論文の抜粋ほかのテキストを用いて、それを声に出して読み、さらに辞書を引きながら和訳して読
む中で、動詞の諸形態が意味として認識できるように練習を繰り返す。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了の変化に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できること。
完了・未完了の動詞を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。聖書ヘブライ語の
基本的な特徴を理解すること。徐々に母音記号をへらしながら、母音記号なしのテキストが読める
ことをめざす。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．まとめ。１課題あたり１～２回の授業を要する。進捗
状況をみながら内容や順番は多少変化する。

 [履修要件]
ヘブライ語（初級）を履修済であること。もしくは同程度のヘブライ語知識があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席・授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [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]
授業時に、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。  

（その他（オフィスアワー等））
中級でのテキストは思想・哲学・言語に関するやさしい論文の抜粋、また聖書、ミシュナー・タル
ムード他から抜き出したものを考えている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８７

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学の諸問題

 [授業の概要・目的]
大学院生らが自らの研究に関して、毎回報告して行き、それに対する質疑応答、討論を通して、自
他の理解の地平を広げて行くことを目的とする。キリスト教学専修の大学院生は必修、学部生その
他の聴講も可。

 [到達目標]
キリスト教学専修に所属の大学院生は、各自の研究テーマについて、前期と後期にそれぞれ１時間
程度の研究発表を行い、その後に30分程度（～1時間程度）の質疑応答（指導教員のコメントを含
む）を通して、それぞれの研究段階に応じた研究課題（たとえば、修士課程の学生は修士論文の作
成という課題、博士後期課程の学生は、学会の学術大会での研究発表や雑誌論文の作成という課題）
を着実に進めることができるようになる。また、ほかの研究テーマに関する研究発表を聴き、討論
に参加することによって、キリスト教研究全般についての視野を広げることができる。

 [授業計画と内容]
　キリスト教学専修所属の大学院生（修士課程、博士後期課程）は、この演習で、前期後期、各一
回ずつの研究発表を行うことが求められる。研究発表は、1時間程度の発表と、その後30分～１時
間程度の質疑応答によって、進められるが、発表者は、レジュメなどを含む必要な準備を行うこと。

　発表内容は、学年に応じて、次のような内容が考えられる。Ｍ１：修士課程での研究テーマに関
する研究。Ｍ２：修士論文の内容に関わる研究（修士論文の指導は、この演習で行われる）。Ｄ：
学会での口頭発表や論文執筆に関わる内容（Ｄ３の学生には、合わせて、博士論文の構想について
の発表が求められる）。
　

 [履修要件]
キリスト教学専修所属の大学院生。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期と後期、一回ずつの研究発表とその後の質疑応答をもとにして、総合的に判断する。

 [教科書]
使用しない

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
前期後期に一時間程度の研究発表（レジメあるいは発表原稿を用意する）を行うために、計画的な
準備を行う必要がある。そのために、指導教員との研究相談を必要に応じて行うことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３と水３）と指定の研究指導日を利用するか、あるいは
メール（アドレスは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８８

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　俊春

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  油彩スケッチ研究

 [授業の概要・目的]
油彩スケッチは、主として、作品制作において、その途中の準備段階に描かれた。しかし、17世紀
の後半になると、油彩スケッチは、完成作とは異なる創造の初発性を強く感じさせる特徴ゆえに、
独特の美的価値を具現した作品として収集されるようになった。また、スケッチ的な特徴を備えた
作品が完成作として制作された。17世紀フランドルの作例を中心に、油彩スケッチの技法および様
式的特徴、機能、価値評価の問題について考察する。

 [到達目標]
西洋美術において油彩スケッチとはどのようなものであったのかを理解し、その機能、特徴を把握
する。そして、その知識に基づいて、油彩スケッチ、スケッチ的なるものの美的価値について、自
ら判断し、考察できるようになる

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画に従って、講義を進める（各テーマごとに【　】内に記した週数を充てる）。
ただし、講義の進み具合、開催中の展覧会に関する言及などによって、扱うテーマが前後すること
がある。

１．油彩スケッチ―その概念と枠組み【２週】
２．下絵としての油彩スケッチの位置づけ【３週】
３．工房制作における機能【２週】
４．油彩スケッチとタペストリー【２週】
５．グリザイユの油彩スケッチ【２週】
６．素描、油彩スケッチと美術愛好家【２週】
７．まとめの議論【２週】

＊フィードバックの方法については授業中に説明する。

 [履修要件]
西洋美術史に関する知識を有するとともに、昨年度の特殊講義の継続であるので、油彩スケッチに
ついてもある程度理解していること。また、少なくとも英語で書かれた専門文献を読みこなす語学
力を備えていること。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講者は、講義内容に関連して、授業中に発表する課題が与えられる（英語およびその他の外国語
文献の要約・紹介、講義の内容に関連する美術作品についての発表）。担当した課題に関する発表、
および議論への参加に基づいて評価する。出席も重視し、４回以上欠席した者は、成績評価の対象
とならない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
参照すべき文献について、授業中に指示する。また、文学部図書館や美学美術史学研究室の西洋書
庫に所蔵される西洋美術関連の書籍を参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
おのおのの受講者には、講義内容に関連して、担当する英語あるいは他の外国語の論文、または美
術作品が課題として与えられ、それについて発表を行う必要がある。また、さまざまな文献資料の
検討も行うので、受講者は、準備として、前もってかなりの量の英語文献等を読んでおくことが求
められる。 
授業で紹介する作品の画像の多くはインターネット上のさまざまなサイトに掲載されている。授業
中に、それらのサイトを紹介するので、随時それらの画像を眺めることにより、美術作品の特徴の
把握に努めてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
教員による講義を聴講するだけではなく、授業外学習（予習・復習）等の欄に記したように、おの
おのの受講生には、かなりの準備が求められるので、そのことを十分に理解した上で受講すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学８９

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　俊春

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  17世紀のフランドルおよびオランダ絵画における感情表現

 [授業の概要・目的]
サミュエル・ファン・ホーホストラーテンが、1678年の著作で、感情表現について「絵画の最も高
貴な部分である」と述べていることにも窺えるように、17世紀の画家たちにとって感情表現はきわ
めて重要な問題であった。同時代の感情に関する考え方を検討するとともに、フランドルおよびオ
ランダで制作された歴史画、風俗画において感情がどのように表現されているのかを考察する。

 [到達目標]
17 世のフランドルおよびオランダの歴史画、風俗画に描かれた主題内容に即して、作品中で人物た
ちの感情がどのように表現されているのかについて学ぶことにより、その知識に基づいて、自身で、
当時の歴史画、風俗画について考察できるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の各項目について考察する。各項目について、【　】で指示した週数を充てる。受講者との議
論に基づいて、講義の進行具合を調整するので、それらの順序や回数が変わることがある。

１．本講義が考察する問題と課題：さまざまな感情について【２週】
２．「苦しみと絶望」【２週】
３．「嘆き」【２週】
４．「恐怖、驚き、感嘆」【３週】
５．「後悔と失望」【２週】
６．「喜び、有頂天」【２週】
７．まとめの議論【２週】

＊フィードバックの方法については授業中に説明する。

 [履修要件]
既に西洋美術史に関する基本的な知識を有していること。また、少なくとも英語で書かれた専門文
献を読みこなす語学力を備えていること。   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講者は、講義内容に関連して、授業中に発表する課題が与えられる（英語およびその他の外国語
文献の要約・紹介、講義の内容に関連する美術作品についての発表）。担当した課題に関する発表、
および議論への参加に基づいて評価する。出席も重視し、４回以上欠席した者は、成績評価の対象
とならない。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
講義内容に関連する文献を紹介する。また、文学部図書館や美学美術史学研究室の西洋書庫に所蔵
される西洋美術関連の書籍を参照すること。   

 [授業外学習（予習・復習）等]
おのおのの受講者には、講義内容に関連して、担当する英語あるいは他の外国語の論文、または美
術作品が課題として与えられ、それについて発表を行う必要がある。また、さまざまな文献資料の
検討も行うので、受講者は、準備として、前もってかなりの量の英語文献等を読んでおくことが求
められる。
授業で紹介する作品の画像の多くはインターネット上のさまざまなサイトに掲載されている。授業
中に、それらのサイトを紹介するので、随時それらの画像を眺めることにより、美術作品の特徴の
把握に努めてもらいたい。   

（その他（オフィスアワー等））
教員による講義を聴講するだけではなく、授業外学習（予習・復習）等の欄に記したように、おの
おのの受講者には、かなりの準備が求められるので、そのことを十分に理解した上で受講すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９０

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  奈良時代彫刻史研究①

 [授業の概要・目的]
　奈良時代（７１０年～７８４年乃至は７９４年）の彫刻史の展開を論じる授業の第一回目で、奈
良時代の初め頃から東大寺盧舎那大仏製作直前の時期までの彫刻史を取り上げる。具体的には、薬
師寺金堂薬師三尊像、法隆寺五重塔塔本塑像及び金剛力士像、興福寺西金堂諸尊像、東大寺法華堂
諸尊像について語る。いずれも、中国・初唐・盛唐期の影響を受けた遺品であるが、こうした中国
の影響を受けながらも日本の中でより成熟した造形に展開していった名品の数々である。したがっ
て、これらの彫刻については、膨大な先行研究があるが、これらの先行研究に先ず目を向けた上で、
近年の歴史学や考古学、さらには科学的調査を含む最新の研究成果を紹介しながら授業を進めてい
く。そして、奈良時代のこのような優れた仏像がどのような背景で造られ、展開していったかを検
討し、この時期の彫刻史の動向についての理解を深める。

 [到達目標]
奈良時代前期の主要な彫刻を概観した講義を受けることで、日本の古代美術の宝庫であるこの時代
の美術の中枢を学び、日本の古代文化の造詣をより一層深めることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。 

第１回目　　　　 　はじめに 
第２～５回目　　 　薬師寺金堂薬師三尊像をめぐって 
第６、７回目　　 　法隆寺五重塔塔本塑像及び中門金剛力士像 
第８～１０回目　　 興福寺西金堂諸尊像 
第１１～１３回目　 東大寺法華堂諸尊像（その１） 
第14回目　　　　 まとめ 
第15回目　　　　 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]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に配付するレジュメを必ず読み返すこと。また、授業中に紹介する参考文献や、参考論文を
復習のためにぜひ読んでおいてもらいたい。 

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、実際に見ることが出来るものが多いので、できるだけ実物を見てくださ
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９１

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  奈良時代彫刻史研究②

 [授業の概要・目的]
 　奈良時代（７１０年～７８４年乃至は７９４年）の彫刻史の展開を論じる授業の第二回目で、奈
良時代半ばの東大寺盧舎那大仏製作直前の時期から唐招提寺が創建される７世紀第三四半期頃まで
の彫刻史を取り上げる。具体的には、前期に取り上げた東大寺法華堂諸尊像の補足からはじめ、東
大寺盧舎那大仏、唐招提寺盧舎那大仏の遺品の問題と、この時代の仏像製作の中心的工房である造
東大寺司などの官営工房の問題について語る。この時期の彫刻は、中国・盛唐から中唐期の影響を
受けつつ、日本の中で変容を加えた造形を展開しており、数々の名品が誕生している。したがって、
これらの彫刻については、膨大な先行研究があるが、これらの先行研究に先ず目を向けた上で、近
年の歴史学や考古学を含む最新の研究成果を紹介しながら授業を進め、この時期の彫刻史の動向に
ついての理解を深める。   

 [到達目標]
奈良時代半ば頃の主要な彫刻を概観した講義を受けることで、日本の古代美術の宝庫であるこの時
期の美術の中枢を学び、日本の古代文化の造詣をより一層深めることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。 

第１回目　　　　　はじめに 
第２、３回目　　　東大寺法華堂諸尊像（その２） 
第４～７回目　　　東大寺盧舎那大仏像をめぐって 
第８、９回目　　　奈良時代官営工房の概要 
第１０、１１回目　造東大寺司の問題 
第１２、１３回目　唐招提寺盧舎那大仏像の問題　　 
第１４回目　　　　まとめ 
第１５回目　　　　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]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [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]
授業中に配付するレジュメを必ず読み返すこと。また、授業中に紹介する参考文献や、参考論文を
復習のためにぜひ読んでおいてもらいたい。   

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、実見できるものが多いので、出来るだけ実物を見てもらいたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９２

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  銅板油彩画の流行－16世紀後半のローマを中心に

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史上の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察すること
にある。本年度前期は、16世紀後半における銅板油彩画の流行について、ローマの作例を中心に検
討する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、深く理
解する。
・16世紀後半のイタリアにおける銅板油彩画の流行について、見識を深める。

 [授業計画と内容]
1530年代のイタリアで誕生した銅板油彩画は、1560年代後半から70年代にかけて、フィレンツェや
ローマで本格的に制作されるようになる。本講義では、以下のプランに示した観点から、イタリア
における銅板油彩画の流行のメカニズムを解明することを目指す。基本的にプランに従って講義を
進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがあ
る。

第1回　イントロダクション：銅板油彩画とは
第2回～第7回　ジュリオ・クロヴィオとアレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿の文化サークル
第8回～第14回　教皇ピウス5世と造形美術
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加し
てほしい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および小レポートなど、30点）と期末試験（70点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。

・原則として、4回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [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・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよう
心がけること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９３

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  銅板油彩画の流行－16世紀後半のフィレンツェを中心に

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史上の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察すること
にある。本年度後期は、16世紀後半における銅板油彩画の流行について、フィレンツェの作例を中
心に検討する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、深く理
解する。
・16世紀後半のイタリアにおける銅板油彩画の流行について、さらに見識を深める。

 [授業計画と内容]
1530年代のイタリアで誕生した銅板油彩画は、1560年代後半から70年代にかけて、フィレンツェや
ローマで本格的に制作されるようになる。本講義では、以下のプランに示した観点から、イタリア
における銅板油彩画の流行のメカニズムを解明することを目指す。基本的にプランに従って講義を
進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがあ
る。

第1回　イントロダクション：様々な特殊絵画の出現
第2回～第7回　トスカーナ大公フランチェスコ・デ・メディチと銅板油彩画
第8回～第14回　石板油彩画と銅板油彩画：制作手法と機能、芸術理論との関わり
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加し
てほしい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および小レポートなど、30点）と期末試験（70点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。

・原則として、4回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [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・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよう
心がけること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学９４

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  前期ヘルダー感性論研究

 [授業の概要・目的]
近年、美学の感性論的(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ることによる「感性の学」とし
ての自己規定――の進展に伴い、近代美学を基礎づけたカント『判断力批判』以前・以外の諸理論
が注目されつつある。本講義は、その中から若き日にカントの下で学びながら後年大論争を繰り広
げたヘルダー(1744-1803)の理論を取り上げて検討し、その感性論的転回への貢献可能性を探る。今
学期は、これまでのヘルダー研究の状況を回顧・整理した上で、主としてビュッケブルク期まで（
～1776）の前期ヘルダーの感性論を検討する。

 [到達目標]
・一次文献に基づく美学／感性論（史）研究の方法に習熟する。
・ヘルダーを中心とする前カント的・非カント的美学の諸相について、見識を深める。

 [授業計画と内容]
以下の予定で進めるが、講義の進み具合や受講生の関心・理解度等に応じて順序や同一テーマの回
数を変えることがある。
1. 導入
2. ヘルダー研究の歴史と現在
3～5. 『批判論叢』(1769)
6～8. 『言語起源論』(1772)
9～11. 『彫塑』(1778)
12～14. 『人間の魂の認識と感覚について』(1778)
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率（出席回数／（授業回数‐正当な理由のある欠席回数））を乗
じて評価する。レポート試験は、問題設定の独自性と結論に至る論述形式の妥当性に鑑みて採点す
る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介した参考文献・芸術作品などを、自らの関心・問題意識に照らして調べること。授業
中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。 

（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。



思想文化学９５

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  後期ヘルダー感性論研究

 [授業の概要・目的]
近年、美学の感性論的(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ることによる「感性の学」とし
ての自己規定――の進展に伴い、近代美学を基礎づけたカント『判断力批判』以前・以外の諸理論
が注目されつつある。本講義は、その中から若き日にカントの下で学びながら後年大論争を繰り広
げたヘルダー(1744-1803)の理論を取り上げて検討し、その感性論的転回への貢献可能性を探る。今
学期は、主としてヴァイマール期（1776～）の後期ヘルダーの感性論を検討する。 

 [到達目標]
・一次文献に基づく美学／感性論（史）研究の方法に習熟する。 
・ヘルダーを中心とする前カント的・非カント的美学の諸相について、見識を深める。 

 [授業計画と内容]
以下の予定で進めるが、講義の進み具合や受講生の関心・理解度等に応じて順序や同一テーマの回
数を変えることがある。 
1. 導入 
2～4. 『人類歴史哲学考』(『イデーン』、1784-91) 
5～9. 『純粋理性批判のメタクリティーク』(1799) 
10～14. 『カリゴネー』(1800) 
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率（出席回数／（授業回数‐正当な理由のある欠席回数））を乗
じて評価する。レポート試験は、問題設定の独自性と結論に至る論述形式の妥当性に鑑みて採点す
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]
授業中に紹介した参考文献・芸術作品などを、自らの関心・問題意識に照らして調べること。授業
中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。  

（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。



思想文化学９６

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  清朝絵画史研究

 [授業の概要・目的]
清朝絵画史を、画家の伝記を読みながら通観する。 

 [到達目標]
清朝の絵画の歴史の概観を、伝記史料と作品から得る。 

 [授業計画と内容]
『国朝画徴録』を読むと同時に、適宜各画人の作品を参照する。 

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

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(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。



思想文化学９７

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術史

 [授業の概要・目的]
　東アジアにおける仏教美術の受容と展開の様相について、具体的な作例に即しつつ多角的に検討
する。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術であること」「東アジアにとって仏教が外来宗教で
あること」に特に留意し、他地域の仏教美術や墓葬美術などにも目を配りつつ、最新の研究成果を
反映して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を包括的・構造的に把握することを試み
る。 
 

 [到達目標]
  近年の東アジア仏教美術研究における主要な論点について理解を深め、考察を行うための足がか
りを得る。 
 

 [授業計画と内容]
　釈迦・弥勒・観音という主要尊格にかかわる造形のうち、説話との関係、作品の機能などの面で
特に注目される事例をとりあげ、検討する。各項目には【　】に示した週数を充当する。講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が
定める。 
１．本講義の視点と問題意識【２週】 
２．東アジアの釈迦信仰にまつわる造形(仏伝・本生・仏舎利荘厳など)【６～７週】 
３．同・弥勒信仰にまつわる造形（上生・下生の図像など）【２～３週】 
４．同・観音信仰にまつわる造形（変化観音、応験譚の図化など）【２～３週】 
５．まとめと総括【１～２週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末のレポートにより評価する。レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。独自
の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　仏教美術鑑賞の基礎知識を得ておくことが望ましい。授業の前後を問わず、美術全集や各種図録
を通して、また博物館や社寺において、作品に親しむ機会を積極的に作ってほしい。 

（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。



思想文化学９８

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術史

 [授業の概要・目的]
　東アジアにおける仏教美術の受容と展開の様相について、具体的な作例に即しつつ多角的に検討
する。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術であること」「東アジアにとって仏教が外来宗教で
あること」に特に留意し、他地域の仏教美術や墓葬美術などにも目を配りつつ、最新の研究成果を
反映して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を包括的・構造的に把握することを試み
る。 

 [到達目標]
　近年の東アジア仏教美術研究における主要な論点について理解を深め、考察を行うための足がか
りを得る。 

 [授業計画と内容]
　今年度後期は、中国隋唐時代における仏教美術の形成・展開と周辺地域への波及の様相に注目し、
いくつかの重要な事象を取り上げて講述する。【　】に示した週数のなかで、列挙した項目を主軸
としてテーマを設定し、講義をすすめる。各テーマには１～２週を充当する。講義の順序は固定し
たものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じて、講義担当者が定める。 
１．本講義の視点と問題意識【２週】 
２．隋代の仏教美術と周辺地域への波及【３～４週】
　　　隋様式の形成、舎利荘厳とその波及、遣隋使と日本の仏教美術受容など 
３．唐代の仏教美術と周辺地域への波及【８～９週】 
　　　行歴僧の旅と唐様式の形成、国家仏教の造像、
　　　遣唐使と日本の仏教美術受容、正倉院宝物の受容など
４．まとめと総括【１～２週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末のレポートにより評価する。レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。独自
の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　仏教美術鑑賞の基礎知識を得ておくことが望ましい。授業の前後を問わず、美術全集や各種図録
を通して、また博物館や社寺において、作品に親しむ機会を積極的に作ってほしい。 

（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。



思想文化学９９

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期アドルノの音楽エッセイを読む

 [授業の概要・目的]
博士論文を書く以前の20代のアドルノは、音楽ジャーナリストとして極めて旺盛な活動を行ってい
た。それは地元のフランクフルト新聞での様々な演奏会評から、音楽雑誌におけるエッセイの類ま
で、無数の数にのぼる。当時のアドルノの文体は、のちの体系哲学的ながんじがらめの理論にとら
われることなく、極めて洒脱なエッセイのスタイルによっているが、これらは後年の彼の思想が一
体どのような具体的な音楽に即して着想されたかを知るという意味でも貴重であり、さらに20世紀
音楽の全体状況を理解するうえでも必須のテクストであるといっても過言ではない。この授業では
主としてQuasi una Fantasiaにおさめられたエッセイを扱う。なお授業においてはテクストの拙訳を
配布するので、ドイツ語の知識は必ずしも必要ではない。 

 [到達目標]
アドルノの思考の基本パターン（いわゆる否定的弁証法など）を知ると同時に、彼の音楽論で言及
される音楽作品についての基本的知識を身につける。またテクストを一文一文、その綾や間テクス
ト的な暗示や多義性も含め、深く読み込むことを重視する。アドルノは常に哲学の問題を音楽に重
ねて語るので、この「Quasi una Fantasia」は、思想史というだけでなく、音楽史を学ぶ格好の素材
といえる。

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：アドルノの生涯と思想についての概説
4－6回：モーツァルトと機械論について（Quasi una Fantasia）
7－9回：ベートーヴェンとヘーゲルについて（同上） 
10－12回：シューベルトとロマン派における死の表象について（同上）
13－15回：キッチュと商品性格について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。評価は到達目標の達成度に基く。独自の工夫が見られるものについては、高い点
を与える。単なる既知情報のまとめではなく、各自の明快な問題意識およびその展開を最重視する。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する。。  

 [参考書等]
  （参考書）
アドルノ 『楽興の時』（白水社）
アドルノ 『ミニマ・モラリア』（法政大学出版）
アドルノ 『啓蒙の弁証法』（岩波書店）
毎回レジメを配布する。なおQuasi una FantasiaはAdorno: Gesammelte Schriften 16に収められている。
  

 [授業外学習（予習・復習）等]
アドルノの任意のテクスト（とりわけ参考書として挙げたもの）を読んでおくことが好ましい。

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



思想文化学１００

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期アドルノの音楽エッセイを読む

 [授業の概要・目的]
博士論文を書く以前の20代のアドルノは、音楽ジャーナリストとして極めて旺盛な活動を行ってい
た。後期には引き続きQuasi una Fantasiaにおさめられたエッセイを扱うとともに、アドルノの初期
エッセイにしばしばあらわれるところの18世紀的エロスへの強い憧憬をミニマ・モラリアを中心に
扱う。なお授業においてはテクストの拙訳を配布するので、ドイツ語の知識は必ずしも必要ではな
い。

 [到達目標]
アドルノの思考の基本パターン（いわゆる否定的弁証法など）を知ると同時に、彼の音楽論で言及
される音楽作品についての基本的知識を身につける。またテクストを一文一文、その綾や間テクス
ト的な暗示や多義性も含め、深く読み込むことを重視する。 

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：ワーグナーとファンタスマゴリーについて
4－6回：キッチュ音楽の神話的性格について 
7－9回： トスカニーニの全体主義的性格ならびに管理社会について
10－12回：マーラーと破綻の美学について 
13－15回： シェーンベルク『モーゼとアロン』と表象されざるものについて

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。評価は到達目標の達成度に基く。独自の工夫が見られるものについては、高い点
を与える。単なる既知情報のまとめではなく、各自の明快な問題意識およびその展開を最重視する。

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配る予定。

 [参考書等]
  （参考書）
アドルノ 『楽興の時』（白水社）
アドルノ 『啓蒙の弁証法』（岩波書店）
アドルノ 『ミニマ・モラリア』（法政大学出版）
毎回レジメを配布する。なおQuasi una FantasiaはAdorno: Gesammelte Schriften 16に収められている。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 

 [授業外学習（予習・復習）等]
アドルノの任意のテクスト（とりわけ参考書として挙げたもの）を読んでおくことが好ましい。 

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



思想文化学１０１

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部 教授 河野　道房

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国出土絵画史研究

 [授業の概要・目的]
東アジア美術の中心である中国の，秦漢，魏晋南北朝，隋唐の絵画，特に壁画を考察の対象とする。
具体的には，馬王堆漢墓帛画，酒泉丁家閘十六国墓壁画，北斉婁叡墓壁画，乾陵陪葬墓壁画等を検
討し，作品を写真や関連資料から総合的に考える。日本の飛鳥、白鳳、天平期の作品を考える際に
は、重要な示唆を与えるものである。　

 [到達目標]
中国の漢、魏晋南北朝、隋唐の出土絵画を、日本の古代美術と関連させながら考え、東アジア全域
を視野に入れた造形感覚を養う。

 [授業計画と内容]
1   はじめに　授業概要・ガイダンス　出土品と伝世品
2   古代中国の絵画観   
3   前漢馬王堆漢墓帛画１　概要     
4   前漢馬王堆漢墓帛画２　上段の図像と意味     
5   前漢馬王堆漢墓帛画３　中段・下段の図像と意味     
6   五胡十六国時代酒泉丁家閘5号墓壁画１　概要      
7   五胡十六国時代酒泉丁家閘5号墓壁画２　図像と意味     
8   北斉婁叡墓壁画１　概要・婁叡伝      
9   北斉婁叡墓壁画２　婁叡伝２・図像     
10   北斉婁叡墓壁画３　北斉画壇の状況     
11   北斉徐顕秀墓壁画ほか北朝出土絵画     
12   乾陵陪葬墓壁画１　概要     
13   乾陵陪葬墓壁画２　武則天伝     
14   乾陵陪葬墓壁画３　唐代画壇の状況     
15   おわりに　出土絵画の近況

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価方法：　レポート試験＋小テスト

　レポート８割、小テスト２割

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
適宜、プリント資料を配付する。

 [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]
各回のテーマごとに、図版等で作品を確認すること。

（その他（オフィスアワー等））
質問等はメールで。アドレスは開講時に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０２

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知教育大学　教育学部　准教授 安田　篤生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「琳派」の人物画研究―宗達から光琳へ―

 [授業の概要・目的]
江戸時代前期を代表する絵師の一人である宗達（生没年不明）とその継承者から尾形光琳（1658-
1716）に至る「琳派」の絵師達が制作した人物画ついて、代表作を中心に考察する。時代背景や他
流派の作品を対照させ、個々の作品のみならず前代からの継承関係や展開について理解を深めるこ
とを目指す。

 [到達目標]
美術史学の基本である、作品や絵師の研究方法を理解し、作品が制作された時点における時代状況
や先行作品を踏まえて制作される個々の作品の特質や展開について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。
はじめに〔１週〕
1)宗達と寛永文化〔２週〕
2)宗達の画歴〔１週〕
3)宗達筆「舞楽図屏風」〔１週〕
4)宗達筆「関屋澪標図屏風」〔１週〕
5)宗達派の伊勢物語図色紙〔２週〕
6)宗達派の物語図扇面〔２週〕
7)宗達派の物語図屏風〔２週〕
8)宗達派の歌仙図〔１週〕
まとめ〔１週〕
フィードバック〔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（作品や文献資料、社会的背景などに対する分析を踏まえた記述の論理性など、論述内容
を到達目標に基づき評価する）による。

 [教科書]
使用しない
必要な資料は適宜配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
附属図書館に配架されている美術全集や市販の書籍、展覧会などを通して、江戸時代前期の絵画史
の展開について予習するとともに、授業内容の復習をすること。

（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。



思想文化学１０３

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習Ｉ)
Aesthetics and Art History(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
准教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  美術史学の実地指導

 [授業の概要・目的]
　美術作品が所在する現場に実際に足を運び、実物の美術作品を前にして、美術史学の研究方法の
実地指導を行う。

 [到達目標]
　美術作品を実見し、その造形要素を入念に分析することで、美術史研究に必須の様々な情報を集
積して考察する能力をさらに向上させる。

 [授業計画と内容]
　京都、大阪、奈良などに所在する美術館や博物館で開催される日本・東洋美術、西洋美術をテー
マとした展覧会、あるいは、優れた仏像や障壁画などを所蔵する寺社が、指導の現場となる。見学
の詳細については、KULASISの授業連絡メールや美学美術史学専修共同研究室前の掲示などを通じ
て告知されるので、各々確認すること。作品に対する鑑定眼は美術史研究の基礎であり、多くの作
品を実際に見ることによって養われる。したがって、すべての見学会に参加することを原則とする。
見学時には、明確な目的意識をもって作品を実見し、適宜メモをとりながら、集中して作品の造形
分析を行うこと。

第1回　イントロダクション：美術作品の実見調査について
第2回～第8回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心に
第9回～第11回　京都の寺社所蔵の美術作品の集中見学
第12回～第14回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心
に
第15回　フィードバック：授業の成果と今後の課題について

 [履修要件]
　作品を丹念に観察するという演習の性格上、履修人数の制限を設ける。履修希望者が制限を上回
る場合は、受講の必然性が高いと判断される者を選抜する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　毎回の見学時に課される口頭発表またはレポート、学期末レポートにより評価する（日本美術史
についての口頭発表またはレポート、学年末レポート50点、西洋美術史についての口頭発表または
レポート、学年末レポート50点）。レポート等は到達目標の達成度に基づき評価する。

・原則として、毎回の見学会の参加およびレポートの提出を必須とする。
・入念な準備、明晰な作品分析、的確な論考、独自の創意工夫等が顕著なものについては、高い点
を与える。

美学美術史学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　大学の蔵書を適宜参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　見学会参加に際しては、見学する作品やその作品を制作した芸術家、作品が制作された時代等に
関して専門文献を参照しつつ予習を行い、明確な目的意識をもって見学会に参加できるよう入念に
準備すること。また、見学会終了後は、作品見学時に生じた疑問（作品制作の時代背景や作者につ
いて、または作品の図像内容や技法等）について、各自、事後学習を行い、美術作品に対する理解
をより深めるよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　作品保存の観点から、メモを取る際には鉛筆のみ使用可。また、寺社見学に際しては、極度の肌
の露出は避け（裸足も不可）、節度ある服装で参加すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０４

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習Ｉ)
Aesthetics and Art History(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
准教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  美術史学の実地指導

 [授業の概要・目的]
　美術作品が所在する現場に実際に足を運び、実物の美術作品を前にして、作品の分析等、美術史
学の研究方法の実地指導を行う。

 [到達目標]
　美術作品を実見し、その造形要素を入念に分析することで、美術史研究に必須の様々な情報を集
積して考察する能力をさらに向上させる。

 [授業計画と内容]
　京都、大阪、奈良などに所在する美術館や博物館で開催される日本・東洋美術、西洋美術をテー
マとした展覧会、あるいは、優れた仏像や障壁画などを所蔵する寺社が、指導の現場となる。見学
の詳細については、KULASISの授業連絡メールや美学美術史学専修共同研究室前の掲示などを通じ
て告知されるので、各々確認すること。作品に対する鑑定眼は美術史研究の基礎であり、多くの作
品を実際に見ることによって養われる。したがって、すべての見学会に参加することを原則とする。
見学時には、明確な目的意識をもって作品を実見し、適宜メモをとりながら、集中して作品の造形
分析を行うこと。

第1回　イントロダクション：美術作品の実見調査について
第2回～第8回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心に
第9回～第11回　京都の寺社所蔵の美術作品の集中見学
第12回～第14回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心
に
第15回　フィードバック：授業の成果と今後の課題について

 [履修要件]
　作品を丹念に観察するという演習の性格上、履修人数の制限を設ける。履修希望者が制限を上回
る場合は、受講の必然性が高いと判断される者を選抜する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　毎回の見学時に課される口頭発表またはレポート、学期末レポートにより評価する（日本美術史
についての口頭発表またはレポート、学年末レポート50点、西洋美術史についての口頭発表または
レポート、学年末レポート50点）。レポート等は到達目標の達成度に基づき評価する。

・原則として、毎回の見学会の参加およびレポートの提出を必須とする。
・入念な準備、明晰な作品分析、的確な論考、独自の創意工夫等が顕著なものについては、高い点
を与える。

美学美術史学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　大学の蔵書を適宜参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　見学会参加に際しては、見学する作品やその作品を制作した芸術家、作品が制作された時代等に
関して専門文献を参照しつつ予習を行い、明確な目的意識をもって見学会に参加できるよう入念に
準備すること。また、見学会終了後は、作品見学時に生じた疑問（作品制作の時代背景や作者につ
いて、または作品の図像内容や技法等）について、各自、事後学習を行い、美術作品に対する理解
をより深めるよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　作品保存の観点から、メモを取る際には鉛筆のみ使用可。また、寺社見学に際しては、極度の肌
の露出は避け（裸足も不可）、節度ある服装で参加すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０５

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美術史の思考法入門

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養うととも
に、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するドイツ語専門文献を的確に読解する能力を習得する。
・美術史の研究を行う上で必要な様々な思考法を理解し、基礎的な知識を習得する。

 [授業計画と内容]
本年度は、Sergiusz Michlaski, Einführung in die Kunstgeschichte, Darmstadt, 2015 所収の諸論文の講読
を通じて、美術史学の思考法について多角的に考察する。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　Sergiusz Michlaski, Einführung in die Kunstgeschichte, Darmstadt, 2015 所収の諸論文の
精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
・中級程度のドイツ語を習得していることが望ましい。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

・原則として、4回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０６

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  バウムガルテンの講義録を読む

 [授業の概要・目的]
「美学」の創始者バウムガルテンが、同題の書（第1巻1750年）を教科書としてフランクフルト（
オーダー）大学で行ったドイツ語講義の筆記録（筆記者不明）を講読し、これを通じてドイツ語の
専門書を読解する力を養い、美学の諸問題について理解を深める。また、美学（史）研究における
「講義録」という資料の扱い方について習熟することも、併せて目指したい。

 [到達目標]
・美学にかんするドイツ語文献を的確に読解する能力を習得する。 
・バウムガルテンの美学＝揺籃期の美学にかんする理解を深める。
・美学（史）研究における「講義録」という資料の扱い方について習熟する。

 [授業計画と内容]
第1回　導入 
テキストおよび参考文献を紹介・解説し、授業の進め方と準備の方法を周知する。 
第2回～第14回　バウムガルテンの講義録の精読 
テキストを精読し、内容について討論する。基本的に輪読形式で進め、1～2週に1度は全受講生に
訳読発表の機会を設けるが、受講者の人数・読解能力・理解度によっては、各回の担当者を決めて
発表する形式に変更することもありうる。なお、理解が困難な専門用語や歴史的事象については、
担当教員から補足説明を行う。 
第15回　まとめと補足 
精読の成果を総括・議論する。切りのよいところまで読了できなかった場合は、この回を補充に充
てる。

 [履修要件]
ドイツ語初級文法を習得している（程度に差はあれ、辞書があればドイツ語の文章を読解できる）
こと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（訳読状況、議論への参加度）によって行う。正当な理由なく4回以上欠席した者には、単
位認定を行わない。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [教科書]
Bernhard Poppe 『Alexander Gottlieb Baumgarten. Seine Bedeutung und Stellung in der Leibniz-
Wolffischen Philosophie und seine Beziehung zu Kant. Nebst Veröffentlichung einer bisher unbekannten 
Handschrift der Ästhetik Baumgartens』
コピー（紙媒体または電子ファイル）を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン（松尾大訳） 『美学』（講談社）ISBN:
9784062923392
その他、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
不明な単語・事項を調べて日本語訳を作成しておくこと。 積極的に議論に参加できるよう、毎回の
講読個所について疑問点を整理しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０７

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都工芸繊維大学
工芸学部 准教授 永井　隆則

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  印象派の芸術観

 [授業の概要・目的]
最初の印象派論である以下のテキストを講読しながら印象派の芸術観、技法、思想を講じる。 

Theodore Duret, Les peintres impressionnistes(1878), dans Critique d'avant-garde,　Paris, G.Charpentier et 
Cie editeurs, 1885, pp.57-89.  

 [到達目標]
19世紀の美術批評（フランス語）を読む能力を習得できる。
19世紀後半のフランス美術史研究に関わる諸問題に関して理解する事ができる。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス
授業出席者の受講動機、専門分野等に関してアンケートを実施する。
講読テキストの概要及び著者Theodore Duretの批評活動について概説する。
第2回　アンケートに基づいて、受講者一人一人に情報提供を行う。
第3回～14回　受講者に、テキストを毎回、一文一文、翻訳して頂く。レポート課題に関して適宜、
アドヴァイスを行う。
第15回　フィードバック
アンケートを実施し、学生諸君に、授業に関する疑問点、改善点等や今後の課題に関して回答して
頂き、教員がこれにお応えする。

 [履修要件]
講読予定のフランス語テキストを、各自、インターネットで検索しダウンロードし印刷しておくこ
と。
フランス語文法の基礎知識を身につけていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の講読での翻訳発表（平常点：50点）と各自が各自の専門として選んだテーマに関するフラン
ス語テキストの翻訳（レポート：50点）に関して、到達目標の達成度に基づき評価する。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [教科書]
永井隆則 『モダン・アート論再考ー制作の論理から』（思文閣出版）
永井隆則 『フランス近代美術史の現在ーニュー・アート・ヒストリー以後の視座から』（三元社）
永井隆則 『方法と探求　フランス近現代美術史を解剖する』（晃洋書房）

 [参考書等]
  （参考書）
永井隆則 『もっと知りたいセザンヌ』（東京美術）
永井隆則 『越境する造形ー近代の美術とデザインの十字路』（晃洋書房）
永井隆則 『デザインの力』（晃洋書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、講読を予定する頁を翻訳しておくこと。
適宜、教科書や参考書の中で指定した箇所を精読するよう補習を促す。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、終了後、メールで随時、質問や相談に応じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１０８

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都ノートルダム女子大学
人間文化学部 准教授　　 吉田　朋子

 

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2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  17・18世紀パリにおける聖堂装飾

 [授業の概要・目的]
パリの聖堂と設置されている美術作品のうち17～18世紀に制作されたものについての様々な文献の
講読を通して、聖堂装飾への知識を得ながら、多様な文章を読みこなす。
テキストは適宜配布するが、例えば、次のようなものを予定している。
・Aline Dumoulin et al. Église de Paris, Éditions Massin, 2010
・Musée Carnavalet, Les Couleurs du Ciel: Peintures des Églises de Paris au XVIIe Siècle, 2012
など。

 [到達目標]
・美術史に関するフランス語の専門書を読むために必要な読解能力を取得する。
・様々な専門用語とその意味を学ぶ。

 [授業計画と内容]
（第1回）イントロダクション
上記の講読テキストについて説明する。
はじめの数回について、担当部分を決定する。

（第2回）～（第5回）
パリの教会についての概論、いくつかの教会に関する比較的容易な文献を精読する。担当者以外も
読んでくること。精読する部分以外も、各自読んでおくことを期待する。

（第6回）～（第15回）
個別の教会や作品についての文献を精読する。（例：サン・シュルピス教会についてのガイドブッ
クとあわせて、礼拝堂のルモワーヌ作の天井画についての論文（の一部）を読むなど）

文法上・美術史上の知識の確認も、必要に応じて行う。

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
フランス語の中級以上の知識を身につけていること。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況と発表状況）40点と、レポート（指定する文献の訳文の提出）60点によって評価
する。
原則として５回以上欠席した場合は単位を認めない。

 [教科書]
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予定箇所を読み、辞書を引き、文法事項も調べて、担当か所の訳文をつくっておくこと。
扱われている聖堂の位置や基本的情報を把握し、作品の画像は、何らかの手段で見てくること。

（その他（オフィスアワー等））
辞書や文法書を使用して予習してくること。質問や相談などは、授業前・授業中・メールで受け付
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。



思想文化学１０９

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  マニエリスム美術再考

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するイタリア語文献の講読を通じて、イタリア語の実践的読解力を養うと
ともに、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するイタリア語専門文献を的確に読解する能力を習得する。
・16世紀のイタリア美術について基礎的な知識を習得するとともに、「マニエリスム」という時代
概念について、各自の知見をもつ。

 [授業計画と内容]
本年度は、近現代美術の研究者レナート・バリッリがマニエリスム美術について執筆した著作（
Renato Barilli, Maniera Moderna e Manierismo, Milano, 2004)の講読を通じて、幅広い視点から16世紀
イタリア美術を理解することを目指す。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　Renato Barilli, Maniera Moderna e Manierismo, Milano, 2004 所収の諸論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
・中級程度のイタリア語を習得していることが望ましい。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

・原則として、4回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のイタリ
ア語能力の向上にも努めて下さい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１１０

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習III)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
准教授 文学研究科 平川　佳世
准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美学美術史学の諸問題

 [授業の概要・目的]
　修士論文および学位論文の作成に向けて、受講者全員が各自設定した美学美術史学に関する問題
について口頭発表を行い、研究を進展させることを目指す。

 [到達目標]
・各自の問題意識に基づき研究課題を設定し、関連する研究動向を把握し、先行研究を的確かつ批
判的に理解しうる高度な能力を身につける。
・各自設定した研究課題について先行研究を踏まえたうえで新知見をもって対処する力量や、論文
執筆にあたり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量をさらに向上させる。

 [授業計画と内容]
　受講者各自が修士論文および学位論文を視野に研究テーマを設定し、作成した原稿に基づき、1
時間程度の発表を行う。発表に際しては、必要に応じて、パワーポイント等で画像資料を提示する、
ビデオ等で映像資料を映写するなど、各自工夫すること。発表後は全員で内容についての討論を行
い、問題意識を共有することとする。

第1回　ガイダンス：研究課題の設定について
第2回～第14回　研究発表および討論
第15回　フィードバック：今後の課題について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　研究発表および討論への参加の度合いにより評価する。研究発表については到達目標の達成度に
基づき評価する。

・原則として、毎回の演習への出席を必須とする。
・入念な準備、的確な問題設定と論考、新知見等が顕著なものについては、高い点を与える。

美学美術史学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習III)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　各自の問題設定に応じて、必要となる先行研究や参考図書を早めに入手し、研究の適切な遂行に
努めること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自の研究の根幹をなす重要な演習なので、できるだけ早い時期にテーマを決定し、常時問題意
識を念頭において研究を進め、充実した研究発表を行うことが求められる。また、関連する芸術作
品に直接触れる機会を有するよう、常に努力してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
　研究テーマの選定や参考書籍についての疑問がある場合は、出来るだけ早目に教員に相談するこ
と。また、画像資料、映像資料の処理法に関しても、適宜相談を受け付けている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



思想文化学１１１

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習III)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
准教授 文学研究科 平川　佳世
准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美学美術史学の諸問題

 [授業の概要・目的]
　修士論文および学位論文の作成に向けて、受講者全員が各自設定した美学美術史学に関する問題
について口頭発表を行い、研究を進展させることを目指す。

 [到達目標]
・各自の問題意識に基づき研究課題を設定し、関連する研究動向を把握し、先行研究を的確かつ批
判的に理解しうる高度な能力を身につける。
・各自設定した研究課題について先行研究を踏まえたうえで新知見をもって対処する力量や、論文
執筆にあたり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量をさらに向上させる。

 [授業計画と内容]
　受講者各自が修士論文および学位論文を視野に研究テーマを設定し、作成した原稿に基づき、1
時間程度の発表を行う。発表に際しては、必要に応じて、パワーポイント等で画像資料を提示する、
ビデオ等で映像資料を映写するなど、各自工夫すること。発表後は全員で内容についての討論を行
い、問題意識を共有することとする。

第1回　ガイダンス：研究課題の設定について
第2回～第14回　研究発表および討論
第15回　フィードバック：今後の課題について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　研究発表および討論への参加の度合いにより評価する。研究発表については到達目標の達成度に
基づき評価する。

・原則として、毎回の演習への出席を必須とする。
・入念な準備、的確な問題設定と論考、新知見等が顕著なものについては、高い点を与える。

美学美術史学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習III)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　各自の問題設定に応じて、必要となる先行研究や参考図書を早めに入手し、研究の適切な遂行に
努めること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自の研究の根幹をなす重要な演習なので、できるだけ早い時期にテーマを決定し、常時問題意
識を念頭において研究を進め、充実した研究発表を行うことが求められる。また、関連する芸術作
品に直接触れる機会を有するよう、常に努力してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
　研究テーマの選定や参考書籍についての疑問がある場合は、出来るだけ早目に教員に相談するこ
と。また、画像資料、映像資料の処理法に関しても、適宜相談を受け付けている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。


