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3100 001 系共通科目(西洋古典学) 講義 1-4 2 2 前期 金5 チエシュコ　マルティン 西洋文化学系１

3102 002 系共通科目(西洋古典学) 講義 1-4 2 2 後期 金5 髙橋　宏幸 西洋文化学系２

3202 001 系共通科目(スラブ語学スラブ文学) 講義 1-4 2 2 前期 水5 中村　唯史 西洋文化学系３

3204 002 系共通科目(スラブ語学スラブ文学) 講義 1-4 2 2 後期 水5 中村　唯史 西洋文化学系４

3302 001 系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学) 講義 1-4 2 2 前期 金2 松村　朋彦 西洋文化学系５

3304 002 系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学) 講義 1-4 2 2 後期 金2 川島　隆 西洋文化学系６

3402 001 系共通科目(英語学) 講義A 1-4 2 2 前期 木1 家入　葉子 西洋文化学系７

3404 002 系共通科目(英語学) 講義B 1-4 2 2 後期 木1 家入　葉子 西洋文化学系８

3406 003 系共通科目(英文学) 講義A 1-4 2 2 前期 金3 廣田　篤彦 西洋文化学系９

3408 004 系共通科目(英文学) 講義B 1-4 2 2 後期 金3 佐々木　徹 西洋文化学系１０

3502 001 系共通科目(アメリカ文学) 講義A 1-4 2 2 前期 火4 森　慎一郎 西洋文化学系１１

3503 002 系共通科目(アメリカ文学) 講義B 1-4 2 2 後期 火4 森　慎一郎 西洋文化学系１２

3607 001 系共通科目(フランス語学) 講義 2-4 2 2 前期 水2 田口　紀子 西洋文化学系１３

3608 002 系共通科目（フランス語学） 講義 2-4 2 2 後期 水2 田口　紀子 西洋文化学系１４

3604 003 系共通科目(フランス文学) 講義 1-4 2 2 前期 火2 永盛　克也 西洋文化学系１５

3606 004 系共通科目(フランス文学) 講義 1-4 2 2 後期 火2 増田　眞 西洋文化学系１６

3701 001 系共通科目(イタリア語学イタリア文学) 講義 1-4 2 4 通年 金2 天野　惠 西洋文化学系１７

3902 001 西洋文学入門 講義 1-2 2 2 前期 木5 佐々木・松村・森・髙橋・増田・中村・村瀬 西洋文化学系１８

3130 003 西洋古典学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水3 チエシュコ　マルティン 西洋文化学系１９

3130 004 西洋古典学 特殊講義 3-4 2 4 通年 月5 髙橋　宏幸 西洋文化学系２０

3140 005 西洋古典学 演習 3-4 2 4 通年 金4 髙橋　宏幸 西洋文化学系２１

3140 006 西洋古典学 演習 3-4 2 4 通年 金3 チエシュコ　マルティン 西洋文化学系２２

3140 007 西洋古典学 演習 3-4 2 4 通年 水5 チエシュコ　マルティン 西洋文化学系２３

3141 008 西洋古典学 演習 3-4 2 2 前期 月4 平山　晃司 西洋文化学系２４

3151 009 西洋古典学 講読 2-4 2 2 前期 水4 髙橋　宏幸 西洋文化学系２５

3151 010 西洋古典学 講読 2-4 2 2 後期 水4 髙橋　宏幸 西洋文化学系２６

3151 011 西洋古典学 講読 2-4 2 2 前期 木4 勝又　泰洋 西洋文化学系２７

3151 012 西洋古典学 講読 2-4 2 2 後期 木4 勝又　泰洋 西洋文化学系２８

9614 111 西洋古典学 語学 2-4 2 4 通年 火2 山下　修一 西洋文化学系２９

9615 112 西洋古典学 語学 2-4 4 8 通年 月1木1 広川　直幸 西洋文化学系３０

9644 113 西洋古典学 語学 2-4 2 4 通年 木3 堀川　宏 西洋文化学系３１

9645 114 西洋古典学 語学 2-4 4 8 通年 月2金2 佐藤　義尚 西洋文化学系３２

3231 003 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月3 服部　文昭 西洋文化学系３３

3231 004 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月3 服部　文昭 西洋文化学系３４

3231 005 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 中村　唯史 西洋文化学系３５

3231 006 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 中村　唯史 西洋文化学系３６

3231 007 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月4 大平　陽一 西洋文化学系３７

3241 008 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 前期 月5 Ｖａｌｅｒｉｊ Ｇｒｅｃｋｏ 西洋文化学系３８

3241 009 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 前期 火2 中村　唯史 西洋文化学系３９

3241 010 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 後期 火2 中村　唯史 西洋文化学系４０
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3241 011 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 前期 金3 服部　文昭 西洋文化学系４１

3241 012 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 後期 金3 服部　文昭 西洋文化学系４２

3241 013 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 前期 金4 中村　唯史 西洋文化学系４３

3241 014 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 後期 金4 中村　唯史 西洋文化学系４４

3251 015 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 前期 火3 伊藤　順二 西洋文化学系４５

3251 016 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 後期 火3 伊藤　順二 西洋文化学系４６

3251 017 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 前期 水3 中村　唯史 西洋文化学系４７

3251 018 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 後期 水3 中村　唯史 西洋文化学系４８

3251 019 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 前期 木2 服部　文昭 西洋文化学系４９

3251 020 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 後期 木2 服部　文昭 西洋文化学系５０

3251 021 スラブ語学スラブ文学 講読 3-4 2 2 後期 火5 小山　哲 西洋文化学系５１

3261 022 スラブ語学スラブ文学 外国人実習 3-4 2 1 前期 木3 ＶＩＮＯＧＲＡＤＯＶＡ，　Ｓｖｅｔｌａｎ 西洋文化学系５２

3261 023 スラブ語学スラブ文学 外国人実習 3-4 2 1 後期 木3 ＶＩＮＯＧＲＡＤＯＶＡ，　Ｓｖｅｔｌａｎ 西洋文化学系５３

9641 133 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 4 通年 木4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 西洋文化学系５４

9642 134 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 2 前期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 西洋文化学系５５

9642 135 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 2 後期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ 西洋文化学系５６

3331 003 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 川島　隆 西洋文化学系５７

3331 004 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 松村　朋彦 西洋文化学系５８

3331 005 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月4 奥田　敏広 西洋文化学系５９

3331 006 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月4 奥田　敏広 西洋文化学系６０

3331 007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 河﨑　靖 西洋文化学系６１

3331 008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 Ｄ．トラウデン 西洋文化学系６２

3331 009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 Ｄ．トラウデン 西洋文化学系６３

3331 010 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 岡田　暁生 西洋文化学系６４

3331 011 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 岡田　暁生 西洋文化学系６５

3331 012 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木5 青木　三陽 西洋文化学系６６

3341 013 ドイツ語学ドイツ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 水4 川島　隆 西洋文化学系６７

3341 014 ドイツ語学ドイツ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 水4 川島　隆 西洋文化学系６８

3343 015 ドイツ語学ドイツ文学 演習II 3-4 2 2 前期 水2 松村　朋彦 西洋文化学系６９

3343 016 ドイツ語学ドイツ文学 演習II 3-4 2 2 後期 水2 松村　朋彦 西洋文化学系７０

3345 017 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 3-4 2 2 前期 金5 松村　朋彦・川島　隆 西洋文化学系７１

3345 018 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 3-4 2 2 後期 金5 松村　朋彦・川島　隆 西洋文化学系７２

3351 019 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 前期 火4 川島　隆 西洋文化学系７３

3351 020 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 後期 火4 松村　朋彦 西洋文化学系７４

3351 021 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 前期 月5 今井　敦 西洋文化学系７５

3351 022 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 後期 月5 今井　敦 西洋文化学系７６

3361 023 ドイツ語学ドイツ文学 外国人実習 2-4 2 1 前期 月3 Ｄ．トラウデン 西洋文化学系７７

3361 024 ドイツ語学ドイツ文学 外国人実習 2-4 2 1 後期 月3 Ｄ．トラウデン 西洋文化学系７８

3431 005 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 廣田　篤彦 西洋文化学系７９

3431 006 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系８０

3431 007 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 水野　尚之 西洋文化学系８１
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3431 008 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金4 水野　尚之 西洋文化学系８２

3431 009 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 水4 谷口　一美 西洋文化学系８３

3431 010 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 水4 谷口　一美 西洋文化学系８４

3431 011 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木5 西村　秀夫 西洋文化学系８５

3431 012 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木5 西村　秀夫 西洋文化学系８６

3431 013 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 服部　典之 西洋文化学系８７

3431 014 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 里内　克巳 西洋文化学系８８

3431 015 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 藤井　光 西洋文化学系８９

3431 016 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 出口　菜摘 西洋文化学系９０

3431 017 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系９１

3431 018 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系９２

3431 019 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 西洋文化学系９３

3431 020 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 西洋文化学系９４

3431 021 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 ＬＡＭＢＥＲＴ，　Ｒａｐｈａｅｌ 西洋文化学系９５

3432 022 英語学英文学 特殊講義 2-4 15 1 前期 集中 家入　葉子 西洋文化学系９６

3432 023 英語学英文学 特殊講義 2-4 15 1 前期 集中 Johan van der Auwera 西洋文化学系９７

3431 024 英語学英文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 柴田　元幸 西洋文化学系９８

3441 025 英語学英文学 演習Ｉ 2-4 2 2 前期 水3 家入　葉子 西洋文化学系９９

3441 026 英語学英文学 演習Ｉ 2-4 2 2 後期 水3 家入　葉子 西洋文化学系１００

3441 027 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系１０１

3441 028 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系１０２

3441 029 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 月3 森　慎一郎 西洋文化学系１０３

3441 030 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 月3 森　慎一郎 西洋文化学系１０４

3444 031 英語学英文学 演習II 4-4 2 2 前期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系１０５

3444 032 英語学英文学 演習II 4-4 2 2 後期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系１０６

3451 033 英語学英文学 講読 2-4 2 2 前期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系１０７

3451 034 英語学英文学 講読 2-4 2 2 後期 水1 廣田　篤彦 西洋文化学系１０８

3451 035 英語学英文学 講読 2-4 2 2 前期 火2 佐々木　徹 西洋文化学系１０９

3451 036 英語学英文学 講読 2-4 2 2 後期 火1 メドロック　麻弥 西洋文化学系１１０

3451 037 英語学英文学 講読 2-4 2 2 前期 火3 桂山　康司 西洋文化学系１１１

3451 038 英語学英文学 講読 2-4 2 2 後期 火3 桂山　康司 西洋文化学系１１２

3461 039 英語学英文学 外国人実習 2-4 2 1 前期 木1 ＬＵＤＶＩＫ，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ 西洋文化学系１１３

3461 040 英語学英文学 外国人実習 2-4 2 1 後期 木1 ＬＵＤＶＩＫ，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ 西洋文化学系１１４

3461 041 英語学英文学 外国人実習 2-4 2 1 前期 木3 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１１５

3461 042 英語学英文学 外国人実習 2-4 2 1 後期 木3 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１１６

3531 003 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 水野　尚之 西洋文化学系１１７

3531 004 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金4 水野　尚之 西洋文化学系１１８

3531 005 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 廣田　篤彦 西洋文化学系１１９

3531 006 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系１２０

3531 007 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 水4 谷口　一美 西洋文化学系１２１

3531 008 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 水4 谷口　一美 西洋文化学系１２２
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3531 009 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 里内　克巳 西洋文化学系１２３

3531 010 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 藤井　光 西洋文化学系１２４

3531 011 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 出口　菜摘 西洋文化学系１２５

3531 012 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木5 西村　秀夫 西洋文化学系１２６

3531 013 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木5 西村　秀夫 西洋文化学系１２７

3531 014 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 服部　典之 西洋文化学系１２８

3531 015 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 ＬＡＭＢＥＲＴ，　Ｒａｐｈａｅｌ 西洋文化学系１２９

3531 016 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１３０

3531 017 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木4 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１３１

3531 018 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 西洋文化学系１３２

3531 019 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月1 Ｇａｌｌｉｍｏｒｅ，Ｄａｎｉｅｌ 西洋文化学系１３３

3532 020 アメリカ文学 特殊講義 2-4 15 1 前期 集中 家入　葉子 西洋文化学系１３４

3531 021 アメリカ文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 柴田　元幸 西洋文化学系１３５

3532 022 アメリカ文学 特殊講義 2-4 15 1 前期 集中 Johan van der Auwera 西洋文化学系１３６

3541 023 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 月3 森　慎一郎 西洋文化学系１３７

3541 024 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 月3 森　慎一郎 西洋文化学系１３８

3541 025 アメリカ文学 演習Ｉ 2-4 2 2 前期 水3 家入　葉子 西洋文化学系１３９

3541 026 アメリカ文学 演習Ｉ 2-4 2 2 後期 水3 家入　葉子 西洋文化学系１４０

3541 027 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系１４１

3541 028 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系１４２

3544 029 アメリカ文学 演習II 4-4 2 2 前期 月4 森　慎一郎 西洋文化学系１４３

3544 030 アメリカ文学 演習II 4-4 2 2 後期 月4 森　慎一郎 西洋文化学系１４４

3551 031 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 前期 火2 佐々木　徹 西洋文化学系１４５

3551 032 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 後期 火1 メドロック　麻弥 西洋文化学系１４６

3551 033 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 前期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系１４７

3551 034 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 後期 水1 廣田　篤彦 西洋文化学系１４８

3551 035 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 前期 火3 桂山　康司 西洋文化学系１４９

3551 036 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 後期 火3 桂山　康司 西洋文化学系１５０

3561 037 アメリカ文学 外国人実習 2-4 2 1 前期 木3 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１５１

3561 038 アメリカ文学 外国人実習 2-4 2 1 後期 木3 マイケル・エドワード・ジャメンツ 西洋文化学系１５２

3561 039 アメリカ文学 外国人実習 2-4 2 1 前期 木1 ＬＵＤＶＩＫ，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ 西洋文化学系１５３

3561 040 アメリカ文学 外国人実習 2-4 2 1 後期 木1 ＬＵＤＶＩＫ，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ 西洋文化学系１５４

3630 005 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水4 田口　紀子 西洋文化学系１５５

3630 006 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 月4 増田　眞 西洋文化学系１５６

3631 008 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木2 永盛　克也 西洋文化学系１５７

3631 009 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 永盛　克也 西洋文化学系１５８

3631 010 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 PERRIER, Guillaume 西洋文化学系１５９

3631 011 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 PERRIER, Guillaume 西洋文化学系１６０

3631 012 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 大浦　康介 西洋文化学系１６１

3631 013 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 大浦　康介 西洋文化学系１６２

3631 014 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 王寺　賢太 西洋文化学系１６３
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3631 015 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 王寺　賢太 西洋文化学系１６４

3631 016 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 稲垣　直樹 西洋文化学系１６５

3631 017 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月3 塩塚　秀一郎 西洋文化学系１６６

3631 018 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月3 塩塚　秀一郎 西洋文化学系１６７

3631 019 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木5 村上　祐二 西洋文化学系１６８

3631 020 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木5 村上　祐二 西洋文化学系１６９

3631 021 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 小栗栖　等 西洋文化学系１７０

3631 022 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月2 小栗栖　等 西洋文化学系１７１

3640 023 フランス語学フランス文学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 月2 増田　眞・永盛　克也 西洋文化学系１７２

3647 024 フランス語学フランス文学 演習II 4-4 2 2 前期 火3 田口　紀子 西洋文化学系１７３

3647 025 フランス語学フランス文学 演習II 4-4 2 2 後期 火3 田口　紀子 西洋文化学系１７４

3645 026 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 前期 金3 増田　眞 西洋文化学系１７５

3645 027 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 後期 金3 増田　眞 西洋文化学系１７６

3645 028 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 前期 木4 PERRIER, Guillaume 西洋文化学系１７７

3645 029 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 後期 木4 PERRIER, Guillaume 西洋文化学系１７８

3651 030 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 金4 永盛　克也 西洋文化学系１７９

3651 031 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 後期 金4 永盛　克也 西洋文化学系１８０

3651 032 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 水3 稲垣　直樹 西洋文化学系１８１

3651 033 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 後期 金5 鳥山　定嗣 西洋文化学系１８２

3651 034 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 後期 水3 塩塚　秀一郎 西洋文化学系１８３

3651 035 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 木3 多賀　茂 西洋文化学系１８４

3660 036 フランス語学フランス文学 外国人実習 2-4 2 2 通年 火4 PERRIER, Guillaume 西洋文化学系１８５

3730 002 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 火2 天野　惠 西洋文化学系１８６

3730 003 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水2 村瀬　有司 西洋文化学系１８７

3730 004 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水3 Marco Daniele LIMONGELLI 西洋文化学系１８８

3730 005 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水5 Marco Daniele LIMONGELLI 西洋文化学系１８９

3731 006 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月2 内田　健一 西洋文化学系１９０

3740 007 イタリア語学イタリア文学 演習 3-4 隔週4 4 通年 木1木2 天野・村瀬・LIMONGELLI 西洋文化学系１９１

3740 008 イタリア語学イタリア文学 演習 3-4 2 4 通年 火4 天野　惠 西洋文化学系１９２

3740 009 イタリア語学イタリア文学 演習 3-4 2 4 通年 金3 村瀬　有司 西洋文化学系１９３

3750 010 イタリア語学イタリア文学 講読 2-4 2 4 通年 金5 河合　成雄 西洋文化学系１９４

3751 011 イタリア語学イタリア文学 講読 2-4 2 2 前期 水4 村瀬　有司 西洋文化学系１９５

3751 012 イタリア語学イタリア文学 講読 2-4 2 2 後期 水4 村瀬　有司 西洋文化学系１９６

3760 013 イタリア語学イタリア文学 外国人実習 3-4 2 2 通年 火3 Marco Daniele LIMONGELLI 西洋文化学系１９７

9622 115 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 2 4 通年 月4 松本　健二 西洋文化学系１９８

9623 116 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 2 4 通年 月5 松本　健二 西洋文化学系１９９

9606 117 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 4 8 通年 月2木3 霜田　洋祐 西洋文化学系２００

9607 118 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 2 4 通年 火5 Marco Daniele LIMONGELLI 西洋文化学系２０１



西洋文化学系１

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   英語 

題目  Love in Ancient Greek Literature

 [授業の概要・目的]
We will survey some of the masterpieces of Greek literature and at the same time look at how 'love' was 
conceptualized in them, esp. in Greek mythology, poetry, philosophy, drama and forensic speeches.The term 
is fluid, carrying different connotations in different cultures, but the particular Greek 'mythology of love' 
managed to inspire and exert its influence over all subsequent ideas of love in the West (despite many 
attempts at its suppression). 

 [到達目標]
The goal is both to introduce the best Greek literature has to offer and at the same time to look at one 
particular cultural concept. You should take away from the class a clearer understanding of problems 
presented below. 

 [授業計画と内容]
The course will be conducted in English in a chronological order: from Homer to Hellenism.
We will discuss questions such as the following:
How did Greeks view 'love'? What mythology/-ies did they create around it? Why was such mythology even 
necessary (South-East Asia, as far as I know, does not have anything comparable)? How did philosophers and 
orators look at it? How did both high and low poetry view Aphrodite and her gifts? What was considered 
obscene, inappropriate? What were the gender roles and how did they influence the concept? What did the 
cultural 'performance' of love look like? 

These are some of the questions that we will tackle while reading excerpts from the best and most influential 
Greek authors.

 [履修要件]
Ability to understand spoken English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Final report：70％
Attendance：30％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

西洋古典学(講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
You will need to read some background information plus a few pages of literary text in translation.

（その他（オフィスアワー等））
Although instruction will be in English, final reports can be submitted in Japanese.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系２

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ラテン抒情詩・恋愛詩

 [授業の概要・目的]
カトゥッルスの恋愛詩、ホラーティウスの抒情詩、プロペルティウス、ティブッルス、オウィディ
ウスの恋愛エレゲイア詩を取り上げ、それぞれのジャンルの常套、各詩人の作風、表現の特色を紹
介する。

 [到達目標]
ローマ(Roma)が愛(amor)の都と言われる源泉に立ち帰ってローマ人の感性に触れる。
都会的洗練と主観的表現が織りなす雅趣を味わう。

 [授業計画と内容]
　共和政末期からアウグストゥス帝期というラテン文学がもっとも華やいだ時代はローマがローマ
人同士で地中海世界を二分して戦う動乱を経験した。その時代にあって、抒情詩人、恋愛詩人もロ
ーマ人としていかに生きるか自身の詩に歌い込めずにはいなかった。そこには「戦争より愛」、あ
るいは、「報われずとも誠実を貫く愛」という主張がときに逆説的に、ときに機知豊かに、ときに
深い暗示のもとに展開する。そうした様相を邦訳テキストに即して見ていく。
第1回　文学史的背景
第2回～第4回　カトゥッルスの恋愛詩
第5回～第7回　ホラーティウスの抒情詩
第8回～第11回　プロペルティウス、ティブッルスの恋愛エレゲイア詩
第12回～第14回　オウィディウスの恋愛詩、恋愛エレゲイア詩
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート75パーセント、平常点25パーセント。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布。

 [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]
原典の翻訳をできるだけ広く読むこと。

（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。



西洋文化学系３

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア街の神話：消失する首都サンクト・ペテルブルグ

 [授業の概要・目的]
　サンクト・ペテルブルグは、ロシアを急速に西欧化する目的から、18世紀初頭に、人口希薄な沼
地に、ピョートル大帝の強権によって建設された都市です。それ以来、20世紀初頭まで首都として、
その後も文化的・思想的な中心地の一つとして、ロシア（ソ連）の歴史と文化において重要な役割
を果たしてきました。この街がロシアの民間伝承・文学・思想・文化において、どのように表象さ
れてきたかを考察します。

 [到達目標]
1）近代ロシアの文学・思想・芸術の主要モチーフだった「ペテルブルグ神話」の分析を通して、
近代ロシアの自己意識について考察する。
2）欧米文化共通の特徴である作品・ジャンル・国の枠を超えたモチーフの交差を理解する。

 [授業計画と内容]
1．はじめに（第1回）
2．ピョートル大帝と初期ペテルブルグをめぐる伝承（第2－3回）
3．青銅と街路と水：19世紀文学におけるペテルブルグ表象（第4－7回）
4．モスクワの影の下に：19世紀中葉の思想におけるペテルブルグの位置づけ（第8－9回）
5．文明の相克の場として：19世紀末―革命期のペテルブルグ表象（第10－11回）
6．戦争の記憶とロシアとの和解：20世紀半ばのペテルブルグ（第12－13回）
7．射影の集積あるいは鏡として：20世紀末－現代のペテルブルグ表象（第14－15回）

授業の進度が予定と若干ずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア（ソ連）文化の諸相

 [授業の概要・目的]
　ロシア（ソ連）の文学・思想・映画・絵画について、それぞれテーマを絞って考察・紹介します。

 [到達目標]
1）ロシア（ソ連）の文学・思想・映画・絵画についての知識と理解を深める。
2）芸術作品や文化現象を分析・考察するための枠組みと方法を身に付ける。

 [授業計画と内容]
1．はじめに（第1回）
2．文学：ペテルブルグの陰画としてのオデッサの形象（第2－5回）
3．思想：ロシアにおける空虚としての自己表象をめぐって（第6－8回）
4．映画：製作者の専横と受容者の恣意のあいだ（第9－12回）
5．絵画：歴史・自然・民衆の獲得と喪失（第13－15回）

授業の進度が予定と若干ずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。
後期からの履修も認めます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系５

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講義)
German Language and Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  音楽とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
ドイツ語圏の文学は、西洋文学のなかでも、とりわけ音楽とのかかわりが深いように思われる。こ
の講義では、18世紀以降のドイツ文学が、音楽という芸術ジャンルとどのようにかかわってきたの
かを、さまざまな作家、音楽家、作品にそくして概観する。具体的には、詩と歌曲との関係、文学
作品のオペラ化、文学作品のモティーフとしての音楽や音楽家、といったテーマを取り上げること
にしたい。

 [到達目標]
ドイツ語圏の文学と音楽にかんする知識と理解を深めるとともに、この二つの芸術ジャンルのあい
だにどのような相互関係が成り立つのかを、具体的な実例にそくして学ぶ。

 [授業計画と内容]
取り上げる予定のテーマは次の通り。それぞれのテーマについて１～２週の授業時間をあてる。
１　楽人オルフェウス
２　ゲーテの詩と音楽
３　『ファウスト』とオペラ
４　ロマン主義の詩と音楽
５　グリム童話とオペラ
６　ホフマンとオペラ
７　ヴァーグナーの楽劇
８　リヒャルト・シュトラウスのオペラ
９　ベルクのオペラ
10　音楽家小説の系譜

 [履修要件]
ドイツ語の知識は必要としない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業時にコメントペーパーを提出してもらい、その内容（50％）と期末レポート（50％）に
よって評価する。
期末レポートについては、到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

ドイツ語学ドイツ文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた作品を、できるだけ自分で読み、聴き、観てみること。

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



西洋文化学系６

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講義)
German Language and Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ヨハンナ・シュピーリと「ハイジ」の世界

 [授業の概要・目的]
　ヨハンナ・シュピーリ（1827-1901）の長編小説『ハイジの修業時代と遍歴時代』（1880）と『
ハイジは習ったことを役立てる』（1881）はこれまで50以上の言語に翻訳され、児童文学の古典と
して世界中で愛読されている。ただし、さまざまなバージョンの翻訳・翻案や続編が生み出される
過程で、あるいは絵本化や漫画化、舞台化や映像化などの過程で、原作で描かれたのとは大きく異
なる「ハイジ」のイメージが増殖し、流通することにもなっている。この授業では、原作小説の内
容を一通り押さえたうえで、多種多様な「ハイジ」像を相互に比較し、そこから浮かび上がってく
る差異の文化史的な意味を考える。

 [到達目標]
１．小説家ヨハンナ・シュピーリとその文学について基本的な知識を得る。
２．小説『ハイジ』とその受容を例として、比較文学・比較文化論的なものの見方を学ぶ。

 [授業計画と内容]
　講義形式で授業を進める。各回のテーマ（予定）は以下の通り。

第１回　比較文学とは何か
第２回　ヨハンナ・シュピーリの生涯①生い立ちと教育
第３回　ヨハンナ・シュピーリの生涯②結婚と作家活動
第４回　『ハイジの修業時代と遍歴時代』①自然と教育
第５回　『ハイジの修業時代と遍歴時代』②キリスト教の信仰の問題
第６回　補論：ロマン主義的な子ども像について
第７回　『ハイジは習ったことを役立てる』①キリスト教の信仰の問題（続）
第８回　『ハイジは習ったことを役立てる』②自然と医学
第９回　ヨハンナ・シュピーリの他の作品
第10回　シャルル・トリッテンの『ハイジ』続編シリーズ
第11回　映画化された『ハイジ』
第12回　日本における『ハイジ』翻訳史①大正時代～戦前
第13回　日本における『ハイジ』翻訳史②戦後～現在
第14回　日本製アニメ『アルプスの少女ハイジ』
第15回　『アルプスの少女ハイジ』ドイツ語吹替版

 [履修要件]
特になし

ドイツ語学ドイツ文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業時に小課題を提出してもらい、平常点（50％）と期末レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
ジャン＝ミシェル・ヴィスメール 『ハイジ神話　世界を征服した「アルプスの少女」』（晃洋書房）
ISBN: 978-4771026025

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った作品を可能なかぎり実際に手に取って読んでみてほしい。

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



西洋文化学系７

授業科目名
　<英訳>

英語学(講義A)
English Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英語史A

 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の発達過程を学びます。
また、中英語の代表的な文学作品である『カンタベリ物語』（序歌）の講読を通じて、過去の英語
を具体的に体験しながら、現代英語との比較を行います。  

 [到達目標]
　英語の史的変化への理解を深め、時代の異なる英語を、翻訳等の助けを借りながら読む力を身に
つけることを目標とします。  

 [授業計画と内容]
　英語史についての基本的な知識を学ぶために『ベーシック英語史』を読み、同時に『カンタベリ
物語』の講読も行います。『ベーシック英語史』については原則として講義形式で進め、『カンタ
ベリ物語』については、受講者にも参加を求めることがあります。
　その他、必要に応じて論文等の教材を追加することがあります。

第1回　授業についての説明ほか
第2回～7回　インド・ヨーロッパ語としての英語、英語の発達に影響を与えた外面史、語彙の歴史、
文字・綴り字などを中心に、講義およびテキストの講読
第8回～15回　人称代名詞、名詞等の発達などを中心に、講義およびテキストの講読

なお、英語史Ａでは、『ベーシック英語史』は、主にその前半を扱います。また、授業の進行状況
により、多少予定が変更になることがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業への貢献度（20%）およびレポート（80%）によって評価を行います。

 [教科書]
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）
苅部恒徳 『原文対訳「カンタベリィ物語・総序歌」』（松柏社）

 [参考書等]
  （参考書）
堀田隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）

英語学(講義A)(2)へ続く↓↓↓



英語学(講義A)(2)

R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された教科書に目を通しておいてください。中英語テキストは、事前に講読をしてから授業
に参加してください。 

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８

授業科目名
　<英訳>

英語学(講義B)
English Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英語史B

 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の発達過程を学びます。
また、英語史についての知識を活かしながら、現代英語をどのように理解し、分析することが可能
であるかを考察します。  

 [到達目標]
　英語の史的変化への理解を深め、時代の異なる英語の特徴をおおまかに理解することを目標とし
ます。  

 [授業計画と内容]
　授業は、講義と1名～3名のグループによるプレゼンテーションによって進めます。『ベーシック
英語史』は主に講義形式で進め、『英語の歴史―過去から未来への物語』をプレゼンテーション用
に使用します。学期の終わりには、報告書程度のごく簡単なレポートを予定しています。
　その他、必要に応じて論文等の教材を追加することがあります。

第1回　　授業についての説明ほか
第2回～7回　主節と従属節の関係、動詞（不定詞・動名詞などの用法を含む）などを中心に（講義
およびプレゼンテーション）
第8回～15回　助動詞、否定構文などを中心に（講義およびプレゼンテーション）

なお、英語史Ｂでは、『ベーシック英語史』は主にその後半を扱います。また、進行状況により、
多少予定が変更になることがあります。

 [履修要件]
　内容が英語史Ａの続きとなっていますので、できるだけ英語史Ａを受講した上で、本講義を受講
するようにしてください。やむを得ない事情で英語史Ｂからの受講になる場合は、『ベーシック英
語史』の前半部分を自習してから受講してください。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業への貢献度（主にプレゼンテーション）（60%）およびレポート（40%）によって評価を行
います。

英語学(講義B)(2)へ続く↓↓↓



英語学(講義B)(2)

 [教科書]
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）
寺澤盾 『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）

 [参考書等]
  （参考書）
堀田隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された教科書を読み進めておいてください。プレゼンテーションの担当になった際には、他
の受講者にわかりやすく説明できるよう、資料を作成して発表の準備してください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系９

授業科目名
　<英訳>

英文学(講義A)
English Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英文学史概説（中世から18世紀の風刺文学）

 [授業の概要・目的]
英文学史上の著名な作品を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について考える。前期は中世から18
世紀前半までを扱う。今学期は風刺文学の歴史を、幾つかのトピックに沿って概観する。

 [到達目標]
中世から18世紀の風刺文学を、実際のテクストに即しながら概観することを通じて、以下について
の理解を深めることを目指す。
１．文学言語の変遷
２．文学ジャンルと風刺の関係
３．中世から近代にいたるイングランドの社会と文学との関係

 [授業計画と内容]
以下の順に講義を進める。

第1回 イントロダクション
英文学の範囲、特徴、政治史・文化史全般と文学史の関係について解説した後、以後の授業の進め
方について説明する。

第2回目以降は、以下の順でそれぞれのトピックを原則として年代順に扱うことで時代による変遷
を検討する。それぞれの項目について3－4週を当てる。
１. 宗教に関する風刺
２．教育に関する風刺
３．ファッション・服装に関する風刺
４．政治に関する風刺

扱う予定の作品の内、主要なものは以下の通り、
Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales
Edmund Spenser, The Faerie Queene
John Donne, Satires
William Shakespeare, The Merchant of Venice
---. The Merry Wives of Windsor
---. Much Ado About Nothing
---. Richard II
---. The Taming of the Shrew
---. Titus Andronicus
Ben Jonson, Bartholomew Fair
John Dryden, Absalom and Achitophel
Jonathan Swift, Gulliver's Travels

英文学(講義A)(2)へ続く↓↓↓



英文学(講義A)(2)

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
後期に開講される英文学講義Bと今年度中に合わせて履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート(50%)と学期末レポート(50%)により評価する。両方のレポートを提出することが単位
取得の条件。題目、提出期間等詳細については授業中に指示をする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
Dinah Birch, Katy Hooper 『The Concise Oxford Companion to English Literature』（Oxford UP）ISBN:
978-0199608218

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うプリント（英語）は予め配布するので、辞書を丹念に引いて内容を理解した上で授業に
臨むこと。授業後は、扱われた作品の文学史における位置づけについて考察すること。

（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。



西洋文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

英文学(講義B)
English Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英文学史概説（小説・散文）

 [授業の概要・目的]
英文学史上の有名な小説・散文を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について考える。

 [到達目標]
英国小説についての基礎的な知識を身につける。

 [授業計画と内容]
通常、文学史は古いところから説き起こすのであるが、この講義では新しいところから遡る。少し
でも馴染みのある世界から入ったほうがわかりやすいのではないか、という発想に基づく配慮であ
る。

第1回　Kazuo Ishiguro
第2回  Salman Rushdie, Zadie Smith
第3回  第2次大戦後の作家たち
第4回　Graham Greene, Evelyn Waugh
第5回  George Orwell, E. M. Forster
第6回  James Joyce, Virginia Woolf
第7回  D. H. Lawrence, Joseph Conrad
第8回  Thomas Hardy, George Eliot
第9回  Charles Dickens
第10回 The Brontes
第11回 Jane Austen
第12回 ゴシック小説、歴史小説
第13回 Samuel Richardson, Henry Fielding
第14回 Daniel Defoe, Jonathan Swift
フィードバック　（研究室にて授業内容に関連する質問に答える）

 [履修要件]
前期の英文学講義と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末に提出してもらうレポートによって評価する。

英文学(講義B)(2)へ続く↓↓↓



英文学(講義B)(2)

 [教科書]
使用しない
プリントを適宜配布する。

 [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]
予習の必要はないが、授業で紹介した作家について、知的好奇心をもって、自力でどんどん読み進
めるように。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講義A)
American Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学史Ｉ

 [授業の概要・目的]
植民地時代から20世紀初頭にいたるまでのアメリカ文学史のおおまかな流れをたどる。各時代を代
表する作家、作品を紹介するとともに、できるだけ具体的に個々の作家の文章に触れてもらうこと
を心がけたい。

 [到達目標]
アメリカ文学に関する基礎知識の習得、ならびにアメリカ文学を本格的に学んでいくための土台作
りを目的とする。

 [授業計画と内容]
おおよその進行予定は以下のとおり。
１．イントロダクション
２．植民地時代
３．建国期の文学
４．IrvingとCooper
５．Edgar Allan Poe 
６．超越主義（Emerson, Thoreau他） 
７．Nathaniel Hawthorne 
８．Herman Melville 
９．WhitmanとDickinson 
10．南北戦争期 
11．Mark Twain 
12．Henry James 
13．自然主義（Norris, Dreiser他） 
14．WhartonとCather
15．まとめと試験

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ｂ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（50％）とレポート（50％）により評価する。期末試験では、アメリカ文学に関する基礎
知識の習得度を評価する。レポートは、授業で紹介したアメリカ文学作品について自由に論じると
いうもので、読者としてのセンス、思考力、論述力を評価する。

アメリカ文学(講義A)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講義A)(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]
アメリカ文学の世界への導入を目的とした授業なので、予習、復習等は特に求めない（必要のある
場合は授業中に指示する）。ただしその分の時間を使って、授業で紹介するアメリカ文学作品をな
るべく多く読んでみること。  

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



西洋文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講義B)
American Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学史ＩＩ

 [授業の概要・目的]
20世紀初頭から現在にいたるまでのアメリカ文学史のおおまかな流れをたどる。各時代を代表する
作家、作品を紹介するとともに、できるだけ具体的に個々の作家の文章に触れてもらうことを心が
けたい。

 [到達目標]
アメリカ文学に関する基礎知識の習得、ならびにアメリカ文学を本格的に学んでいくための土台作
りを目的とする。

 [授業計画と内容]
おおよその進行予定は以下のとおり。
１．モダニズム（Pound, Eliot, Stein他）
２．F. Scott Fitzgerald
３．Ernest Hemingway
４．1930年代の文学（Wolfe, Steinbeck, West他）
５．William Faulkner
６．演劇（O'Neill, Williams, Miller他）
７．アフリカ系文学（Wright, Ellison, Morrison他）
８．ユダヤ系文学（Bellow, Malamud, Roth他）
９．南部文学（Capote, O'Connor, Welty他）
10．その他の戦後文学（Cheever, Salinger, Updike他）
11．ビート文学（Kerouac, Burroughs他）
12．ポストモダン文学（Barth, Barthelme他）
13．NabokovとPynchon
14．20世紀末～21世紀（Auster, Powers他）
15．まとめと試験

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ａ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（50％）とレポート（50％）により評価する。期末試験では、アメリカ文学に関する基礎
知識の習得度を評価する。レポートは、授業で紹介したアメリカ文学作品について自由に論じると
いうもので、読者としてのセンス、思考力、論述力を評価する。

アメリカ文学(講義B)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講義B)(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]
アメリカ文学の世界への導入を目的とした授業なので、予習、復習等は特に求めない（必要のある
場合は授業中に指示する）。ただしその分の時間を使って、授業で紹介するアメリカ文学作品をな
るべく多く読んでみること。 

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



西洋文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学(講義)
French Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  2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  講義

使用
言語 フランス語

題目  フランス語学講義Ⅰ

 [授業の概要・目的]
フランス語の歴史について概説する。その上でフランス語学の基本的概念を説明し、言語学的アプ
ローチによる小説作品の分析の方法とその意味について解説する。

 [到達目標]
フランス語の歴史の概要を理解したうえで、フランス語学の基本概念を習得し、文学テクストの言
語学的分析の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
はじめにフランス語の歴史を概説したあと、いくつかの言語学的トピックを取り上げ解説する。あ
わせてフランス文学のテクストでの具体的な用例を分析し、作品中でのそれぞれのトピックの機能
を説明する。１課題に３～５回の授業を当てる。
１．フランス語の歴史　　
２．発話と発話行為
３．レシとディスクール　
４．フィクションの発話行為的構造　
　　

 [履修要件]
フランス語初級を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と定期試験。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
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。



西洋文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学(講義)
French Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  2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  講義

使用
言語 フランス語学

題目  フランス語学講義Ⅱ

 [授業の概要・目的]
フランス語学の基本的概念を説明し、言語学的アプローチによる小説作品の分析の方法とその意義
について概説する。

 [到達目標]
フランス語学の基本概念を習得し、文学テクストの言語学的分析の方法を身につけることで、フィ
クションの言語学的構造を理解する。

 [授業計画と内容]
いくつかの言語学的トピックを取り上げて、文学テクストでの用例とその機能を解説する。1課題
に２～４回の授業をあてる。
１．直説法半過去と単純過去
２．話法と内的独白
３．視点の問題
４．映し手と語り手
５．冠詞と照応　など

 [履修要件]
フランス語学講義Ⅰを履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と定期試験。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



西洋文化学系１５

授業科目名
　<英訳>

フランス文学(講義)
French Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス演劇史

 [授業の概要・目的]
　１７世紀から１９世紀にかけてのフランス演劇の諸相について学ぶ。
　フランスにおける演劇というジャンルの重要性を娯楽、道徳、美学という複合的観点からとらえ、
フランス文学史・フランス文化史の中に位置づけること、さらにフランス近代社会の成立を同時代
の文化事象と関連させて理解することを目的とする。

 [到達目標]
１７世紀から１９世紀にかけてのフランス演劇の諸相－劇場、劇団、俳優、劇作家、観客、出版、
批評など－を理解する。
主要な作品についてその特徴、初演時の社会状況、受容の実際を理解する。
観客の嗜好の変化、演劇理論の展開など古典主義からロマン主義にいたる文化的・美学的潮流を理
解する。

 [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　イントロダクション　１７世紀前半のパリの劇場、劇団、俳優、観客
第２回　コルネイユの演劇（１）
第３回　コルネイユの演劇（２）
第４回　モリエールの喜劇（１）
第５回　モリエールの喜劇（２）
第６回　ラシーヌの悲劇（１）
第７回　ラシーヌの悲劇（２）
第８回　フランス・オペラの誕生
第９回　古典主義演劇の完成と１７世紀末の演劇の状況
第１０回　マリヴォーの喜劇
第１１回　ルソーの反演劇論
第１２回　デイドロの演劇
第１３回　ボーマルシェの演劇
第１４回　フランス革命と１８世紀末・１９世紀初頭の演劇の状況
第１５回　ロマン主義演劇

 [履修要件]
特になし

フランス文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス文学(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（１００％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で抜粋を読んだ作品を通して読んでみること、フランス史の概説書や授業で紹介する関連図書
を参照することが望まれる。

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



西洋文化学系１６

授業科目名
　<英訳>

フランス文学(講義)
French Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近代フランス小説の変遷―18-20世紀―

 [授業の概要・目的]
　小説が文学において中心的な位置を占めることは自明のことのように思われがちであるが、実際
にはそれは比較的新しい事態である。また、小説が文学ジャンルとして確固たる地位を築いてから
も、小説観は多くの変遷を経ており、それは当然、作品にも影響している。この講義では、18世紀
から20世紀までの何人かの作家（あるいはいくつかのグループや潮流）の作品を取り上げ、その時
代の小説ジャンルが目指した文学的意味と、作品形式の関係を概観する。あつかう予定の作家は、
マリヴォー、ルソー、スタンダール、バルザック、フロベール、ゾラ、プルースト、カミュなど。

 [到達目標]
フランス近代小説の流れを理解し、抜粋と翻訳を通して各時代の代表的な作品の実際に触れること。

 [授業計画と内容]
　小説ジャンルの変遷と各時代の特徴を概観しつつ、それぞれの時代について何人かの作家を取り
上げ、その主要な小説作品の抜粋を紹介しながら、作品の形式や中心的なテーマを論ずる。
　１回目で全体の紹介をしたのち、２～３回目で18世紀の小説、４～８回目で19世紀の小説、９～
14回目で20世紀の小説を紹介する予定。（多少変更の可能性あり。）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業で取り上げられた作家、作品についてレポートを提出してもらう予定。

 [教科書]
プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



西洋文化学系１７

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講義)
Italian Language and Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  イタリア文学史講義

 [授業の概要・目的]
イタリア文学にアクセスするための準備と基礎を理解させると同時に、イタリア語学イタリア文学
専修を選択する学生に対しては研究の道への導入を行なうことを目的とする。

 [到達目標]
中世・ルネサンス期のイタリア文学というものがヨーロッパの社会や文化の中に置いてどのような
位置を占めるのか、また同時代のイタリア人にとってどのような意味を持ち、どのような存在であ
ったのかを理解し、ひいては外国文学一般について、その理解・観賞および研究のために必要とな
る手続きを学びとることが到達目標である。

 [授業計画と内容]
はなはだ当然ながら、イタリアの文学作品はわれわれ日本人読者を想定して創られてはいない。と
りわけダンテをはじめとする古い時代の作品は、われわれ現代の日本人とは大きく常識を異にする
人々によって、またそうした人々を念頭において産み出されており、従ってこれらにアクセスする
ためには単にイタリア語を習得するだけでは不十分である。本講義においては、外国文学の受容に
潜むさまざまな問題点から目を逸らすことなく、一歩一歩イタリア文学の本質に近づいていくこと
をめざす。言語と文学の関係や作品成立の背景となった社会や文学形式、さらには研究方法などに
も言及しながら、イタリア文学を包括的に解説していく予定。学生と教員のコミュニケーションを
最も重要視し、質問や要望には可能な限り応じる。

 [履修要件]
イタリア語の知識は要求しないので、誰にでも履修可能。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を基礎とする（80％）が、履修者数に応じてレポートを課す等の適切な方法を取る予定。

 [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]
予習に当たっては配布資料に目を通すこと、また復習においては授業内容から自分なりの疑問点を
洗い出し、次の週の授業に際しての質問を準備するものとする。

（その他（オフィスアワー等））
なし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１８

授業科目名
　<英訳>

西洋文学入門(講義)
Introduction to Western Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 森　慎一郎
教授 文学研究科 高橋　宏幸
教授 文学研究科 増田　眞
教授 文学研究科 中村　唯史
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  1・2回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋文学入門

 [授業の概要・目的]
西洋文化学系の専任教員７名によるリレー講義。西洋古典文学、イタリア文学、フランス文学、ロ
シア文学、英文学、ドイツ文学、アメリカ文学の作品をそれぞれ１～２篇ずつ取り上げ、各担当者
がその魅力を語る。西洋文学にかんする全般的な理解を深めることを目的とするが、それと同時に、
さらに深く学びたい人を西洋文化学系へといざなう、動機づけの役割をはたすことも期待している。

 [到達目標]
西洋文学のさまざまな作家や作品にかんする知識と理解を深めるとともに、文学作品を読み解くた
めの基本的な技法を身につける。

 [授業計画と内容]
第１週～第２週（4月14日、21日、西洋古典文学、高橋）：ウェルギリウス『アエネーイス』（京
都大学学術出版会）
第３週～第４週（4月28日、5月12日、イタリア文学、村瀬）：ダンテ『神曲』（講談社学術文庫）
第５週（5月19日、フランス文学、増田）：ルソー『人間不平等起源論』（岩波文庫、中公文庫）
第６週～第７週（5月26日、6月2日、ロシア文学、中村）：トルストイ『コサック』（光文社古典
新訳文庫）；ドストエフスキー『地下室の手記』（光文社古典新訳文庫、新潮文庫等）
第８週～第９週（6月9日、16日、英文学、佐々木）：ディケンズ『大いなる遺産』（河出文庫）
第10週～第11週（6月23日、30日、ドイツ文学、松村）：ゲーテ『若きウェルテルの悩み』（新潮
文庫等）；『親和力』（講談社文芸文庫）
第12週～第13週（7月7日、14日、アメリカ文学、森）：フィッツジェラルド『グレート・ギャツビ
ー』（新潮文庫、中央公論新社）
第14週（7月21日、フランス文学、増田）：カミュ『ペスト』（新潮文庫）
第15週（7月28日、松村）：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより、到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
使用しない

西洋文学入門(講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋文学入門(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。
授業で取り上げる作品の多くは、下記のサイトでも紹介されている。

  （関連ＵＲＬ）
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/wl/index.html(「西洋文学この百冊」)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた作品を、できるだけ自分で読んでみること。

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



西洋文化学系１９

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Colloquial Greek in literary texts

 [授業の概要・目的]
We will be reading excerpts from literary works and examine how registers of both spoken and literary Greek 
were used together to create particular effects. We will be reading extensively to look for 'speech acts' and see 
how they became translated into Higher Poetry. 

 [到達目標]
You will get a better understanding of different registers of Greek, develop a greater sensibility towards this 
problem and at the same time improve your knowledge of spoken, everyday Attic.

 [授業計画と内容]
1. The first class will serve as a methodological introduction to the problem.

Classes 2-30 will have a uniform structure:
A discussion of an extract from Comedy, Lucian, Plato, Demosthenes and other valuable sources of 
colloquial language followed by an examination of its idiomatic aspects and a re-appraisal of the language of 
high poetry, mostly tragedy.

 [履修要件]
At least one year of Greek.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be assigned particular topics and evaluated solely by the quality of their research.

 [教科書]
使用しない
I will provide handouts.

 [参考書等]
  （参考書）
P.T. Stevens 『Colloquial Expressions in Euripides』（Wiesbaden 1976）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Extensive reading of Greek texts in the original.

（その他（オフィスアワー等））
Class instruction will be conducted mostly in English, but students can use Japanese during class and in their 
presentations.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系２０

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ウェルギリウス研究

 [授業の概要・目的]
ラテン文学を代表する詩人ウェルギリウスの詩作について考究する。本年度は『農耕詩』第1巻と
第2巻を精読し、検討する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を高める。
文献学的アプローチに習熟する。

 [授業計画と内容]
授業の進め方としては、古注を考察の手がかりとして紹介する一方、参照される先行作品との比較
に重きを置く。『農耕詩』が教訓詩の伝統の中でどのように位置づけられか、『アエネーイス』と
どのような関連をもって構想されているか、といった点に留意しながら、作品理解を試みる。
第1回　全体のイントロダクション
第2回～第14回　第1巻1～514行
第15回　第1巻のまとめ
第16回　第2巻のイントロダクション
第17回～第29回　第2巻1～542行
第30回　第2巻のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得し、なんらか原典を読んだ経験があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50パーセント、期末レポート50パーセント。

 [教科書]
R.A.B.Mynors(ed.) 『P.Vergili Maronis Opera.(OCT)』（これを標準テキストとするが、各自用意でき
るものも可。）

 [参考書等]
  （参考書）
R. F. Thomas 『Virgil Georgics. Vol. 1, Books I-II』（Cambridge UP）ISBN:0521278503
R. A. B. Mynors 『Virgil Georgics』（Oxford UP）ISBN:9780198149781

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書として挙げた注釈書をできるだけ熟読すること。

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



西洋文化学系２１

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  オウィディウス『変身物語』   

 [授業の概要・目的]
オウィディウスの神話叙事詩『変身物語』を精読して、物語構成の変化の妙、繊細な人物造形、そ
れらの表現を支える巧みなウィットとユーモアを味わい、楽しむ。
『変身物語』はギリシア・ローマの神話伝承に取材した大小250あまりの物語が切れ目なく連なっ
て、形式上は叙事詩の体裁を取る。しかし、そこには叙事詩の本質的な要素である統一的主題が見
当たらない。詩人の執筆意図は物語が関わるあらゆるレベルで「変身」もしくは「変容」を表現す
ることにある。本演習はその仕掛けを読み解くことを目指す。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古典文学伝統の受容と継承についての感性を磨く。
メタ物語伝承的な語りの構造と表現に慣れ親しむ。

 [授業計画と内容]
今年度は第11巻410行より始めて、毎回60行前後を読み進む。
第1回　全体のイントロダクション
第2回～第8回　第11巻410-794行（Ceyx-Alcyone, Aesacusの物語など）
第9回　第11巻のまとめと第12巻の展望
第10回～第20回　第12巻1-628行（Fama, Achilles-Cycnus, Caeneus, Laphithae-Centauriの物語など）
第21回　第12巻のまとめと第13巻の展望
第22回～第29回　第12巻1- 行（arbitrium armorumの物語など）
第30回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80パーセント、期末試験20パーセント。

 [教科書]
D. E. Hill 『Ovid Metamorphoses IX - XII』（Aris & Phillips）ISBN:9780856686467

西洋古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
原典の下調べの他、教科書に挙げた注釈書をよく読んで授業に望むこと。

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



西洋文化学系２２

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  History of the Greek Language

 [授業の概要・目的]
We will look at the history of the Greek language, examine shifts and developments both in the meaning of 
words and in various syntactical structures. Most importantly, we will also take first steps in the study of 
Modern Greek language. 

 [到達目標]
You will both gain a deeper understanding of the history of the Greek language and at the same time learn 
Modern Greek (up to Level B1 of the Common European Framework)

 [授業計画と内容]
Alongside the theoretical part (Chantraine and various manuals on the History of the Greek language) we will 
also be putting our knowledge to practical use and explore materials specifically prepared for students of 
Modern Greek, especially the set of textbooks 'Ellinika Tora'. The practical element means that the class will 
be also suitable for anyone wishing to learn the basics of Modern Greek.

 [履修要件]
One year of ancient Greek is recommended, although it is not necessary.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation in class and final report.

 [教科書]
 『Ellinika Tora 1+1, 2+2』

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
I will provide a list of bibliography during class.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Same requirements as with any language class - work outside of the classroom will be an absolute necessity.

（その他（オフィスアワー等））
Class instruction will be conducted in English, Japanese and,gradually, Modern Greek.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系２３

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CIESKO，Martin

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Plautus, Mostellaria

 [授業の概要・目的]
This course is intended to introduce students to reading continuous texts in Latin. The focus will remain 
strongly on the Latin language. However, Roman New Comedy had an immense influence on European 
drama and it was itself heavily indebted to Greek sources, so we will also discuss the play's literary and 
historical context.  

 [到達目標]
You will be able to read Latin more fluently, gain a deeper insight into colloquial Latin, its vocabulary and 
syntax, as well as methods of poetic adaptation - how Plautus translated and/or adapted his Greek original for 
a new audience in Rome.The course is also intended for those who are only starting to read continuous texts 
in Latin.

 [授業計画と内容]
1. The first class will serve as an introduction to the language and metre of Roman New Comedy and Plautus' 
goals in this play.
All the rest of the classes will have a uniform structure:
2-30. reading with close attention to both literary and philological aspects of the work.

 [履修要件]
Students must have finished a basic grammar course in Latin.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation in class.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
F.R. Merrill, Plautus. Mostellaria (1972, many reprints, e.g. Bristol 2002).
I will provide you with a general list of bibliography on Greek and Roman New Comedy during class.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before each class you will read Merrill's commentary which has detailed grammatical information as well as 
a full vocabulary list at the back - so all the tools are there at your disposal in one book.

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



西洋文化学系２４

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 平山　晃司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ルーキアーノス『舞踏について』

 [授業の概要・目的]
平明にして流麗なアッティカ方言で綴られ、機知と諷刺と諧謔に富んだルーキアーノスの散文作品
を精読し、ギリシア語読解力の向上をはかる。

 [到達目標]
辞書と注釈書を頼りに古典ラテン語の原典を独力で正確に読めるようになる。

 [授業計画と内容]
哲学的対話の形式に喜劇やサテュロス劇の滑稽さ、イアムボス詩の痛罵と嘲笑、犬儒派的精神（強
烈な皮肉や辛辣な揶揄をユーモアで包み込んだ語り口で知られるメニッポスからの影響が殊に顕著）
など様々な要素を盛り込み、独自の作風を確立したルーキアーノス（120頃～180以降）の多彩な作
品群の中から、黙劇を讃美した対話篇『舞踏について』を読む。本作品はOCTのテクストで30頁足
らずの小品であるが、最近の研究成果を取り入れた解説を交えつつ、少しずつ丁寧に読んでいきた
い。

第１回　導入
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況、訳読の出来の良否などを勘案し、平常点によって評価する。

 [教科書]
M. D. Macleod 『Luciani Opera, Tomus III』（Oxford University Press）ISBN:9780198145929

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業に備えてテクストの指定された範囲を丁寧に読んでおくこと。

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



西洋文化学系２５

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『内乱記』を教材として、ラテン語の基礎力を養
う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第3巻第1章から始めて、毎回、２～３章を読
み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第1章～　前48年年初からデュッラキオン近郊の戦いにいたるまでの記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

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



西洋文化学系２６

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『内乱記』を教材として、ラテン語の基礎力を養
う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。前期に読了したところから始めて、毎回、２
～３章を読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　デュッラキオンの戦いを中心にした記述を読む。　
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
注釈を熟読すること。

（その他（オフィスアワー等））
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。



西洋文化学系２７

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  クセノポーン『アゲーシラーオス』

 [授業の概要・目的]
　紀元前5世紀末から4世紀半ばにかけて活躍した文人クセノポーンの『アゲーシラーオス』を精読
することを通じ、ギリシア語読解能力の向上をはかる。

 [到達目標]
　辞書、註釈書を用いながら平易なギリシア語散文を読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
　『アゲーシラーオス』は、スパルタ王アゲーシラーオスの事績と振舞が書き連ねられた称讃文で
ある。平易なアッティカ方言で書かれているので、慣れればスムーズに読んでいくことができるは
ずである。
　授業は伝統的訳読形式で進める。文法事項を確認しつつ、少しずつ、ゆっくりと読み進めていき
たい。内容に深く踏み込むことは時間的に難しいかもしれない。
　なお、初回授業では、クセノポーン及び『アゲーシラーオス』に関する全般的解説を行うととも
に、テクスト、辞書、註釈書の使用法について丁寧に説明をする。それらをふまえた上で、2回目
から、読解作業に入る。

第1回　イントロダクション
第2回～第15回　訳読

 [履修要件]
　ギリシア語文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点。

 [教科書]
E. C. Marchant (ed.) 『Xenophontis Opera Omnia, V』（Oxford University Press）（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
R. W. Taylor 『Xenophon’s Agesilaus: With Syntax Rules and References Notes and Indices』（
Rivingtons）（標準的に用いる註釈書）
コピーを配布する。なお、電子スキャン版もインターネットで常時閲覧可能である（https://archive.
org/details/xenophonsagesil00taylgoog）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系２８

授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  カリトーン『カッリロエー』

 [授業の概要・目的]
　紀元後1世紀に成立したカリトーンの小説『カッリロエー』を精読することを通じ、ギリシア語
読解能力の向上をはかる。

 [到達目標]
　辞書、註釈書を用いながら平易なギリシア語散文を読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
　『カッリロエー』は、一組の美男美女夫婦の波乱万丈の物語である。そのギリシア語は極めて平
易で、読解が困難な文章はほとんどない。一定の量をこなせば、あとは楽しみながら読んでいくこ
とができるだろう。
　授業は伝統的訳読形式で進める。文法事項を確認しつつ、少しずつ、ゆっくりと読み進めていき
たい。内容に深く踏み込むことは時間的に難しいかもしれない。
　なお、初回授業では、カリトーン及び『カッリロエー』に関する全般的解説を行うとともに、テ
クスト、辞書、註釈書の使用法について丁寧に説明をする。それらをふまえた上で、2回目から、
読解作業に入る。

第1回　イントロダクション
第2回～第15回　訳読

 [履修要件]
　ギリシア語文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点。

 [教科書]
B. P. Reardon (ed.) 『Chariton Aphrodisiensis De Callirhoe narrationes amatoriae』（K. G. Saur Verlag）
ISBN:3598712774（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Cashman Kerr Prince 『Chariton Callirhoe Book 1』（Thomas Library (Bryn Mawr College)）ISBN:
9781931019057（標準的に用いる註釈書）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系２９

授業科目名
　<英訳>

ギリシア語（２時間コース）(語学)
Greek(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  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

ギリシア語（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ギリシア語（２時間コース）(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。



西洋文化学系３０

授業科目名
　<英訳>

ギリシア語（４時間コース）(語学)
Greek(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 広川　直幸

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月1,木1

授業
形態  語学

使用
言語 ギリシア語

題目  ギリシャ語（４時間コース）

 [授業の概要・目的]
ギリシャ語はヨーロッパで最も歴史の長い言語である。線文字Ｂ文書を別にすれば、紀元前８世紀
から現在に至るまで途切れることなく続いている。その長い歴史の内で便宜上「古典ギリシャ語」
と呼ばれる期間のギリシャ語の基礎を習得するのがこの授業の目的である。教科書では紀元前５～
４世紀頃のアッティカ方言を中心に学ぶ。アッティカ方言は、標準語を持たなかった古典ギリシャ
語の中で最も豊富に文献を残しており、それゆえ比較的よく実態が解明されている方言である。ア
ッティカ方言の学習は、同時代の他の方言で書かれた文献を読むためにも、またそれ以前の文献（
例えばホメーロス）やそれ以後の文献（例えば『新約聖書』）を読むためにも必須である。この授
業は、教科書による基礎的文法と最小限の語彙の習得を目指すのはもちろんのこと、教科書終了後、
平易なテクストを講読することにより、教科書で得られる知識と本格的な原典講読のために必要な
知識との間にある非常に大きな隔たりをできるだけ小さくするところまでを目指す。 

 [到達目標]
古典ギリシャ語アッティカ方言の基礎を習得することにより、辞書、文法書等を活用して各自が欲
するあるいは必要とするギリシャ語原典（紀元前８世紀の叙事詩から紀元後４世紀頃の擬古文まで）
の読解に取りかかることができる。

 [授業計画と内容]
まずは全３６課の教科書を原則として一回に一課ずつ学習する。授業は教科書の構成に添って進め
るが、それだけでは習得に必要な反復練習や知識のネットワーク化ができないので、必要に応じて
何度でも既習事項の確認・復習や関連付けを行いながら進める。特に文法に関して、何よりもまず
習得すべきは屈折（いわゆる語形変化）なので、教科書の練習問題を解いてもらう度に徹底的に屈
折の口頭練習を行う。

教科書終了後は、できるだけ受講者の希望を考慮に入れてテクストを決定し講読を行う。 

前期 
第１回　イントロダクション、第１課「文字と発音」の解説 
第２回　第１課の練習、第２課「アクセント」の解説 
第３回　第１課と第２課の復習 
第４回　第３課の解説 
第５回　第３課の練習、第４課の解説 
第６回～第３０回　第５回と同様に授業の前半に前回指定した練習を行い、後半に次の課の解説を
行う。 

後期 
第３０回～第３８回　前期と同様に教科書の続きを学ぶ。 
第３９回～第６０回　平易なテクストを講読する。

ギリシア語（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ギリシア語（４時間コース）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、課題遂行状況、習熟度）に基づいて評価する。必要な場合、年度末に試験を行
う。
出席数が全授業数の３分の２に満たない者には、理由の如何を問わず、単位を認定しない。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）ISBN:4000008293

 [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]
授業の際に詳しく指示する。

（その他（オフィスアワー等））
分からないことについては、遠慮をせずに積極的に質問すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３１

授業科目名
　<英訳>

ラテン語（２時間コース）(語学)
Latin(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 堀川　宏

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木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

ラテン語（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ラテン語（２時間コース）(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）語形変化の反復練習。 
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。



西洋文化学系３２

授業科目名
　<英訳>

ラテン語（４時間コース）(語学)
Latin(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 佐藤　義尚

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月2,金2

授業
形態  語学

使用
言語  ラテン語

題目  ラテン語（4時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語の初歩を学ぶ．古代ローマから近世にいたるまで哲学，文学は言うに及ばず，法律，自然
科学の書物もラテン語で書かれている．ラテン語は長期にわたって西欧文化の表現手段であった．
西欧の諸言語，文化はラテン語という母胎から産み落とされてきたという事実はもう少し知られて
もいいだろう．ラテン語を知らずして西欧の理解はありえない． 

 [到達目標]
古代，中世，近世にラテン語で書かれた文献が読解できるようになることを目標とする． 
フランス語，イタリア語などの近代語を生み出した言語を学ぶことで，これらの言語の仕組みがよ
り深く理解できるようになることを目標とする． 

 [授業計画と内容]
授業は教科書にそってすすむ．各課の文法事項を説明し、ラテン語和訳の練習問題を読む．動詞、
名詞、形容詞の語形変化はプリントを配布して詳述する．一回の授業で二課ぐらいの進度ですすむ．
ラテン語は単語の変化がすべてとも言える言語なので，変化の練習を繰り返し行い習熟を目指す．
前期は文字，発音，アクセントから始まって，動詞，名詞の基本的な変化を中心に学び、後期は分
詞、接続法などを学習する．後期のなかばで教科書を終え、簡単なラテン語を読んでいく． 

前期 
第１回；ラテン語の仕組み．関連ウェッブサイトの紹介． 
第２回～第３０回；一回に二課ぐらいの進度ですすむ． 

後期 
第１回～第１５回；教科書を二課ずつすすみ，学習し終える． 
第１６回～第２９回；平易なラテン語作品を文法事項を確認しながら読む． 
第３０回；試験．学習到達度の評価 
第３１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]
平常点と期末試験．評価の割合は８：２．

ラテン語（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ラテン語（４時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
松平千秋・国原吉之助  『新ラテン文法』（東洋出版）ISBN:4-8096-4301-8
教科書だけではわかりにくいので，解説資料を配布する． 
教科書巻末に語彙集がついているので、最初の段階では辞書不要． 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で次回にやる練習問題を指示するのでそれを予習してくる． 

（その他（オフィスアワー等））
ギリシャ語既習であればラテン語学習はかなり容易．逆にラテン語を勉強すれば将来のギリシャ語
学習は容易になる．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３３

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の基礎

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸事項につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
第１週：ロシア語学の基本的な諸概念（１）
第２週：ロシア語学の基本的な諸概念（２）
第３週：ロシア語の統語論（１）
第４週：ロシア語の統語論（２）
第５週：ロシア語の形態論（１）
第６週：ロシア語の形態論（２）
第７週：ロシア語の音論
第８週：ロシア語の語彙論
第９週：ロシア語の諸方言の基礎
第10週：ロシア語史の基礎
第11週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（１）
第12週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（２）
第13週：ロシア語学と翻訳
第14週：総括

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式も一部で取り入れたい。受
講生諸君に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決め
ようと考えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（具体的には、少なくとも８単位は履修済みのレベルで）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３４

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題につき、理解を深めてゆく。
  

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
　動詞のアスペクト、名詞・形容詞の格、コピュラを含む構文といったテーマを中心に、取り組む
予定である。 
　・古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題
　・借用語である動詞と両体動詞との関係の問題
　・否定とアスペクトとの問題
　・動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題
　・コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題

　
　導入的な講義（２回分）の後に、各項目につき、２回ないし３回の講義で扱ってゆく予定である
が、その際に、格とアスペクトとの関係、近隣のスラヴ諸語との対照といった点にも目配りをして
ゆきたい。 

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式で進めてゆく。受講生諸君
に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決めようと考
えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（具体的には、少なくとも８単位は履修済みのレベルで）。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。 
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３５

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代ロシア文学・ソ連文化と研究の諸問題Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシア文学は、18世紀後半の本格的な成立以降、現代に至るまで激しく変容してきました。19世
紀末以降は、文学に加えて、絵画・映画・音楽などの多様なジャンルも、ソ連体制の成立と崩壊を
はさんで、発達しています。また近現代ロシアは、神秘主義から記号学に至るまで、多様な批評と
研究の伝統も有しています。この授業では、さまざまな芸術作品の考察を通して、ロシア文学・文
化の多様な問題を考えていきます。

 [到達目標]
1）近代ロシアにおける文学と思想に関する知識と理解を深める
2）小説や様々なジャンルの作品、およびそれらに関する言説を分析するための枠組と方法を身に
つける。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに
第2－14回　さまざまな作品の分析や、トピックに関して講じていきます。取り上げる作家・芸術
家は、レールモントフ、ゴーゴリ、ドストエフスキー、トルストイ、レスコフなどの作家、チュッ
チェフやフェートなどの詩人、画家レーリヒなど、おもに19世紀の作家を予定していますが、受講
者の関心や話の展開によって、変更する場合もありえます。
第15回　前期のまとめ

授業の進度が予定とずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていることが望ましいですが、必須ではありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み40％、期末レポート60％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。 

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識がある受講生には、ロシア語テキストの翻訳を求める場合があります。それ以外の
受講生にも、作品に関する意見や感想を求める場合があります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３６

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代ロシア文学・ソ連文化と研究の諸問題Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　ロシア文学は、18世紀後半の本格的な成立以降、現代に至るまで激しく変容してきました。19世
紀末以降は、文学に加えて、絵画・映画・音楽などの多様なジャンルも、ソ連体制の成立と崩壊を
はさんで、発達しています。また近現代ロシアは、神秘主義から記号学に至るまで、多様な批評と
研究の伝統も有しています。この授業では、さまざまな芸術作品の考察を通して、ロシア文学・文
化の多様な問題を考えていきます。 

 [到達目標]
1）近代ロシアにおける文学と思想に関する知識と理解を深める 
2）小説や様々なジャンルの作品、およびそれらに関する言説を分析するための枠組と方法を身に
つける。 

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
第2－14回　さまざまな作品の分析や、トピックに関して講じていきます。取り上げる作家・芸術
家は、ブローク、バーベリ、ザミャーチン、アンナ・アフマートワ、エイゼンシュテイン、ショス
タコーヴィチ、農村派、タルコフスキー、ペレーヴィン、バーキンなど、おもに20世紀の作家や芸
術家を予定していますが、受講者の関心や話の展開によって、変更する場合もありえます。 
第15回　後期のまとめ 

授業の進度が予定とずれる可能性があります。 
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていることが望ましいですが、必須ではありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み40％、期末レポート60％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識がある受講生には、ロシア語テキストの翻訳を求める場合があります。それ以外の
受講生にも、作品に関する意見や感想を求める場合があります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３７

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 天理大学　国際学部 教授 大平　陽一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ニコライ・トゥルベツコイのロシア文化論

 [授業の概要・目的]
プラハ言語学サークルを代表する理論家として構造言語学の発展に貢献したことで，とりわけ音韻
論の基礎を確立したことで知られる言語学者ニコライ・トゥルベツコイは，戦間期に亡命ロシア人
の間に生まれたユーラシア主義者としても知られています。この講義では，彼の評論「ロシア文化
における共通スラブ語的要素」の内容を紹介することで，トゥルベツコイのユーラシア主義的なロ
シア文化論と彼のスラヴ語研究とがどのように関連しているかを考察しましょう。

 [到達目標]
トゥルベツコイのユーラシア主義思想のバックボーンになっている文献学的知見についての理解を
深め，両者の関係を把握することを目指します。

 [授業計画と内容]
1. 序論：本講義の視座と問題意識【1週】
2. 共通スラブ語とスラヴ諸語について【1週】
3. ユーラシア主義と「ロシア文化における共通スラブ語的要素」について【1週】
4. 「ロシア文化における…」で述べられているロシア語の特徴について【4週】
5. 古代教会スラヴ語の影響とロシア文章語の特徴【4週】
6. 他のスラヴ諸語との比較におけるロシア語の特徴【4週】
7. まとめと総括【1週】

第4週目以降の授業では，毎回担当者数名を決め，「ロシア文化における共通スラブ語的要素」の
当該箇所を手分けして訳出してもらい，その訳文を読みながら授業を行いますので，どうぞよろし
く。

 [履修要件]
・ロシア語がある程度読めないと困ります。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
【評価方法】学期中に２回担当する課題翻訳,学年末のレポートと平常点（出席状況，授業内での発
言）を加味して評価します。

【評価の割合】課題翻訳（2回，各30点）学期末のレポート（30点），平常点（10点）

・代返・抜け出しを行った者ついては，単位を認めません。

 [教科書]
「ロシア文化における共通スラブ語的要素」を下記のURLから事前にダウンロードしておいて下さ
い。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

http://www.angelfire.com/nt/oboguev/images/nstslav.htm

 [参考書等]
  （参考書）
・浜由樹子「N・S・トゥルベツコイのユーラシア主義」(http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/publictn/
51/hama.pdf)

・浜由樹子『ユーラシア主義とは何か』（成文社）

後者の単行本は，まぁ買うには及ばないでしょう。ほかにもダウンロード可能なトゥルベツコイの
翻訳やユーラシア主義についての論文がありますので，興味のある方は検索して下さい。ただ，こ
の授業を担当する者としては，とても高価な本ですが木村彰一『古代スラブ語入門』（白水社）の
序論を繰り返し熟読することをお勧めします。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・上記の通り，課題の翻訳は毎回担当者を指名します。この訳文がないと授業が成り立たないので，
必ず当日の朝までに添付ファイルで提出して下さい。
・もちろん，翻訳があたっていない時も事前にテクストを読んでおいていただけると，とてもうれ
しいです！

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



西洋文化学系３８

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Valerij Grecko

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代のロシア文学

 [授業の概要・目的]
19世紀末から20世紀初めにかけてのロシア文学を分析する。ロシア文学の作品に親しみ、文学テク
ストとの付き合い方について学ぶとともに、ロシア語能力を向上させることを目的とする（授業は
ロシア語を主として、必要に応じて日本語も用いつつ行なわれる）。

 [到達目標]
ロシア語能力（読解力、コミュニケーション能力）を高め、ロシア文学やロシア文化に対する理解
を深めるとともに、文学理論についての知識を得る。

 [授業計画と内容]
19世紀末から20世紀初めにかけて書かれた短編小説や詩をロシア語で読み、分析する。ロシア語で
書かれたテクストを精読し、それぞれの作家独自の文体や表現をじっくり味わいたい。また、分析
にあたっては文学理論に関する論文を適宜参照する。文学研究にとって重要な概念や方法論につい
ての知識を得るとともに、具体的な作品分析にどのように応用できるかを考える。授業で扱う主な
作品は次の通り。
１）チェーホフ『カシタンカ』（１）
２）チェーホフ『カシタンカ』（２）
３）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（１）
４）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（２）
５）チェーホフ『ロスチャイルドのヴァイオリン』（３）
６）マヤコフスキーの詩（１）
７）マヤコフスキーの詩（２）
８）マヤコフスキーの詩（３）
９）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（１）
10）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（２）
11）プラトーノフ『疑惑を抱いたマカール』（３）
12）ブルガーコフ『犬の心臓』（１）
13）ブルガーコフ『犬の心臓』（２）
14）ブルガーコフ『犬の心臓』（３）
15）まとめ

 [履修要件]
基本的なロシア語読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は平常点（出席状況30％、課題への取り組み40％、討論への貢献度30％）で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に扱うテクストにあらかじめ目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等がある場合はメールで連絡してください。vgretchko@hotmail.com

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系３９

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文化演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
ロシア文学・文化・歴史に関する論文等の講読と議論  

 [到達目標]
1）ロシア語論文の読解能力を向上させる。 
2）論文等を批判的・対話的に用いる方法を身につける。 
3）論文の考察対象となっている時代・社会・分野についての理解を深める。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　対象とする論文を話し合って決めます。テキストは、カルポーヴィチの『19世紀ロシア史概説』、
アレクシエーヴィチのノーベル文学賞受賞講演等を予定していますが、受講者の関心に応じて変更
する可能性もあります。 
第2回～第14回 
　決定した論文を講読・考察していきます。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み70％、期末レポート30％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
該当箇所について知らない単語や情報を事前に調べ、分からない点を整理しておいてください。教
員の指示や各自の関心に応じて、事後に必要な調べを行なってください。  

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４０

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文化演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
ロシア文学・文化・歴史に関する論文等の講読と議論 

 [到達目標]
1）ロシア語論文の読解能力を向上させる。 
2）論文等を批判的・対話的に用いる方法を身につける。 
3）論文の考察対象となっている時代・社会・分野についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　対象とする論文を話し合って決めます。テキストは、ロトマンの『ロシア文化についての対話』
から数章を予定していますが、受講者の関心に応じて変更する可能性もあります。 
第2回～第14回 
　決定した論文を講読・考察していきます。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み70％、期末レポート30％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
該当箇所について知らない単語や情報を事前に調べ、分からない点を整理しておいてください。教
員の指示や各自の関心に応じて、事後に必要な調べを行なってください。  

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４１

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語入門

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラブ研究の基礎となる、古代教会スラブ語の基礎を学ぶ。

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の成り立ち、その文法につき理解する。

 [授業計画と内容]
　イントロダクションに続き、教科書に沿って、毎回、７項目くらいの内容を学ぶ。
　全部で８６項目が含まれる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一 『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。

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



西洋文化学系４２

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語のテクストを読む

 [授業の概要・目的]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストを精読する。

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストの成り立ちについて理解する。

 [授業計画と内容]
　１回～２回のイントロダクションに続いて、

（１）標準化正書法によるテクスト
（２）グラゴール文字の写本
（３）キリール文字の写本

　と読み進める。それぞれ、４回くらいの予定である。

 [履修要件]
　前期からの継続履修が望ましいが、受講学生本人が熱意をもって努力するのならば、初心者でも
可とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一 『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。

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



西洋文化学系４３

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『桜の園』読解 

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。 
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。 
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。 
第2回～第14回 
　『桜の園』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台上の効果、
先行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。 

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４４

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『三人姉妹』読解

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。 
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。 
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。 
第2回～第14回 
　『三人姉妹』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台上の効果、
先行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 
第15回　まとめ 
　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４５

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読１

 [授業の概要・目的]
19世紀の文学史を扱う教科書の講読を通じて、ロシア語の一般的読解力を向上させる。

 [到達目標]
ロシア語で書かれた現代の研究論文、および１９世紀の一般的な文章を、辞書等を参照しつつ自力
で読解できる。

 [授業計画と内容]
以下をテクストとする予定である。
 
Ю. М. Лотман, Учебник　по　русской　литературе для сл
едней школы. Москва, 2000.

原著は九年生（およそ日本の高校一年生に相当）向けの教科書だが原典引用が多く、19世紀ロシア
語の常用表現を学習できる。

ただし、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。 
受講人数にもよるが、毎回２，３頁程度、一人あたり一頁程度の割当てで進行する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
露和辞典は研究社出版のものを所持していることが望ましい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４６

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読２   

 [授業の概要・目的]
19世紀の文学史関連の文献の講読を通じて、ロシア語の一般的読解力を向上させる。

 [到達目標]
19世紀のロシア語の文章を、辞書等を参照しつつ自力で読解できる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、以下をテクストとする予定である。
 
Ю. М. Лотман, Учебник　по　русской　литературе для сл
едней школы. Москва, 2000.

ただし、関連文献の配布と読解も適宜おこなう。
また、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。 
受講人数にもよるが、毎回２，３頁程度、一人あたり一頁程度の割当てで進行する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
プリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
露和辞典は研究社出版のものを所持していることが望ましい。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４７

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、少しずつ
ロシア文学のテキストを読んでいきます。文法事項や語彙の確認とともに、ロシア語を適切な日本
語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も
深めます。

 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　読解する作品を決め、作品と作者について説明します。
第2回～第14回
　テキストを精読していきます。近代ロシア文章語を確立したプーシキンの『ベールキン物語』の
一編や、ソ連後期の「叙情的散文」を代表する作家ユーリー・カザコーフの短編などを取り上げる
予定ですが、学生の皆さんからの希望があれば考慮します。
第15回　まとめ

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４８

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、少しずつ
ロシア文学のテキストを読んでいきます。文法事項や語彙の確認とともに、ロシア語を適切な日本
語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も
深めます。  

 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　読解する作品を決め、作品と作者について説明します。
第2回～第14回
テキストを精読していきます。19世紀末の象徴派の作家ソログーブの短編『光と影』や、20世紀の
詩人アンナ・アフマートワの叙事詩『レクイエム』などを取り上げる予定ですが、学生の皆さんか
らの希望があれば考慮します。
第15回　まとめ

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系４９

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語講読の基本

 [授業の概要・目的]
　名詞・形容詞はもとより、人称代名詞の格変化、さらに、関係代名詞の用法、分詞の用法などに
目配りしつつ、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。

 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での基本的な文法や構文を身につける。

 [授業計画と内容]
　＊１回～２回のイントロダクション。

　＊始めは、基本的な文法を復習しながら、雑誌や新聞の記事など、
　　やさしい文章を読む。４回くらい。

　＊続いて、関係代名詞や分詞を含む文章を読む。４回くらい。

　＊その後、チェーホフの短編などに挑戦してみたい。４回くらい。

 [履修要件]
　初級は履修済みが望ましいが、受講学生本人が熱意をもって努力するのならば、初心者でも可と
する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
　プリントなど。

 [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]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。

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



西洋文化学系５０

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語の講読（実践編）

 [授業の概要・目的]
　関係代名詞の用法、分詞の用法などに目配りしつつ、さらに、動詞の完了体、不完了体の用法な
どにも注意して、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。

 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での重要な文法事項や構文を身につける。

 [授業計画と内容]
　＊１回～２回のイントロダクション。

　＊始めは、基本的な文法を復習しながら、雑誌や新聞の記事など、
　　やさしい文章を読む。４回くらい。

　＊続いて、チェーホフの短編などを読む。４回くらい。

　＊その後、現代のロシア小説にも挑戦してみたい。４回くらい。

 [履修要件]
　初級は履修済みが望ましいが、受講学生本人が熱意をもって努力するのならば、初心者でも可と
する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
使用しない
　プリントなど。

 [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]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。

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



西洋文化学系５１

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド書講読

 [授業の概要・目的]
ポーランド語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、ポーランド語の読解力の向上を図ると
ともに、歴史研究や歴史叙述にかかわる概念や語彙についての理解を深めることを目標とする。

 [到達目標]
・歴史的な叙述で用いられるポーランド語の語彙や語法を習得する。 
・20世紀のポーランドの歴史について、ポーランド語のテキストを読むことをつうじて理解を深め
る。

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本をとりあげ、その一部を読む。 

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014. 

本書は、20世紀のポーランドの歴史学を代表する歴史家10名をとりあげて、彼らの学問研究と20世
紀の時代状況とのかかわりを論じた史学史の研究である。
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。ポーランド語による歴史的な叙述
で用いられる語彙や文体に親しむとともに、20世紀後半のポーランドが直面した諸問題や、歴史研
究者がおかれた状況についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
ポーランド語の初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにポーランド語の
文献を読み進むうえで効果的であろう。 

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系５２

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国人実習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Svetlana，Vinogradova

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語実習   

 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指す。基本的な日常表
現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようになるこ
とを目指す。

 [到達目標]
1) ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2) 基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3) 日常的な対話の場面でのコミュニ
ケーション能力を身につける。4) 日常生活に必要な書かれた文章をすばやく理解し、自分でも作成
する能力を身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことをネーティブ教員との対話によってひとつひとつ確認し、確実にロシア語
の力を身につけていくことを目指す。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設定し、それによっ
て授業を進める。それぞれのテーマはロシアにおける実際の生活の場を想定したテクストとそれを
発展させる対話、さらに練習問題からなる。一定のテーマによって文章を書く訓練も行う。

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につける。
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につける。
第5回～第14回　日常の生活におけるコミュニケーション能力を身につける。日常の生活を題材と
する書かれたテクストを読んで理解し、また自分でそのような文章を書く訓練をする。その際、テ
クストの内容について質疑応答をし、またテクストの内容を要約するといった訓練を通して、ロシ
ア語の力を確実に身につけることを目指す。
第15回　試験。
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と授業時の参加状況10％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価する。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用いる。

スラブ語学スラブ文学(外国人実習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国人実習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業ででた課題をきちんと行うこと。

（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。



西洋文化学系５３

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国人実習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Svetlana，Vinogradova

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語実習  

 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指す。基本的な日常表
現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようになるこ
とを目指す。

 [到達目標]
1) ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2) 基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3) 知的な対話の場面でのコミュニケ
ーション能力を身につける。4) 複雑な、また知的な内容の文章を理解し、自分でも作成する能力を
身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことをネーティブ教員との対話によってひとつひとつ確認し、確実にロシア語
の力を身につけていくことを目指す。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設定し、それによっ
て授業を進める。教材とするテクストはそれぞれの学生が興味を持つ分野を考慮にいれ、たとえば
文学作品、文化に関するもの、ロシアの歴史に関するものといった形で選ぶ。日常的会話の場面だ
けでなく、知的な対話の場面を想定した訓練や一定のテーマによって文章を書く訓練も行う。

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につける。
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につける。
第5回～第14回　学術的・知的な対話の場面でのコミュニケーション能力を身につける。知的な内
容の書かれたテクストを材料に、それを自由に理解し、また自分でそのような文章を書く訓練をす
る。その際、テクストの内容について質疑応答をし、テクストの内容を要約する、といった訓練を
通して、ロシア語の力を確実に身につけることを目指す。また文法の知識を復習し、複雑な構文を
実際に使いこなせるように身につける。
第15回　試験。
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。前期の授業から継続して出席することが望まし
いが、絶対的条件とはしない。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と授業時の参加状況10％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価する。

スラブ語学スラブ文学(外国人実習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国人実習)(2)

 [教科書]
授業時にプリントの形で配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用いる。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で課題を与えるのできちんと行うこと。

（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。



西洋文化学系５４

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言葉の構造や基本的な文法を身につけていきます

 [授業計画と内容]
前期 
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な動詞（byc,miec）の変化、格の基礎知識、代名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語
彙【２週】 
３．名詞と形容詞の単数主格、名詞と形容詞の性の見分け、動詞の第１変化（-m,-sz型）、「これ
は○○である」「○○が△△をする」のような基本的な文型、日常生活に関する語彙【３週】 
４．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け、動詞
の第２変化（-e,-isz型）、国名や職業名に関する語彙【３週】 
５．名詞と形容詞の単数対格、所有代名詞の単数主格、人称代名詞の対格、家族や趣味に関する語
彙、年齢を表すなどの数詞の使い方【３週】 
６．ここまでの総復習、主格、造格、対格の使い分けや基本的な文型の確認、語彙の復習【２週】 
７．前期小テストとフィードバック【１週】 

後期 
１．moc, musiec, lubicなどの助動詞の使い方、-owacで終わる動詞、動詞の第３変化（-e,-esz）、動
詞活用のまとめ、頻度を表す語彙、様々な活動を表す語彙【２週】 
２．名詞と形容詞の単数生格、否定生格の用法、isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、人称代名詞の造
格、時間、曜日の表し方、znac, wiedziec, umiecの使い分け、do＋場所とna＋目的の使い分け【２週
】 
３．名詞と形容詞の複数生格、malo,duzo等＋生格の用法、形容詞の比較級と最上級、nosic,zakladac
の用法、podoba mi sieなど人称の与格を使う用法、食料品や買い物に関する語彙【２週】 
４．動詞の過去形、月の名前の前置格、過去の出来事の述べ方、時間帯を表す表現【２週】 
５．動詞の未来形、現在形、過去形と未来形のまとめ、予定の表し方、希望の述べ方【２週】 
６．名詞と形容詞の単数複数前置格、特定の場所への行きかたに関する表現、方角や観光に関する
表現、前置詞の使い方のまとめ【２週】
７．前後期の総復習、名詞と形容詞の格変化の補足と使い方の確認、基本文型の復習【２週】 
８．期末テスト【１週】 
９．フィードバック【１週】

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（15％）と学年末に行う試験（85％）の両方で評価する。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ著 『ニューエクスプレス　ポーランド語』（白水社）ISBN:978-4-560-
06794-9
授業中に資料も配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］ 『ポーランド
語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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



西洋文化学系５５

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級II

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】  
７．フィードバック【１週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に前期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。



西洋文化学系５６

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【１週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に後期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。



西洋文化学系５７

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「編集」から見るドイツ文学史

 [授業の概要・目的]
　およそ文学作品とは、作家によって書かれた時点ですでに作品として成立するわけではない。編
集の作業によって「テクスト」が確定され、本の形で出版されてはじめて、一般読者にとっての作
品が姿を現すのである。ドイツ文学の古典と見なされている作品にも、編集上の大きな問題を抱え
ているものは少なくない。そういった事例について学ぶことを通じて、ドイツ文学史について理解
を深めると同時に、そもそも文学とは何かを再考する機会としたい。

 [到達目標]
編集によって文学作品がときに大きく姿を変えることを理解し、そのうえでドイツ文学の個々の作
品の編集文献学的な位置づけを知る。

 [授業計画と内容]
基本的に講義形式で授業を進める。取り上げる予定のテーマと作品は以下の通り（ただし、授業の
進行速度や受講者の興味などを勘案して予定変更する場合がある）。

第１回　テクストとは何か？
第２～３回　ゲーテ『若きヴェルターの悩み』
第４～５回　ヘルダーリンの後期の詩
第６～７回　グリム兄弟『子どもと家庭の童話』
第８～９回　リヒャルト・ヴァーグナー『タンホイザー』
第10～11回　ニーチェ『権力への意志』
第12～13回　カフカ『訴訟』
第14～15回　ムージル『特性のない男』

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小課題にもとづく平常点（50％）および期末レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
明星聖子・納富信留（編） 『テクストとは何か　編集文献学入門』（慶應義塾大学出版会）ISBN:
978-4766422801

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った作品を可能なかぎり実際に手に取って読んでみてほしい。

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



西洋文化学系５８

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ゲーテとその同時代人たち

 [授業の概要・目的]
18世紀後半から19世紀前半にかけてのヨーロッパ史における激動の時代を生きたゲーテ（1749-
1832）は、同時代のさまざまな分野の人々と交友関係を結んだことでも知られている。この講義で
は、ゲーテとその同時代人たちとの関係をたどることによって、近代ドイツ文化史の一断面を描き
出してみたい。

 [到達目標]
ゲーテ時代のドイツ文化史にかんする知識と理解を深めるとともに、文学を歴史的な文脈のなかで
読み解く視点を身につける。

 [授業計画と内容]
取り上げる予定のテーマは次の通り。それぞれのテーマについて１～２週の授業時間をあてる。
１　ゲーテの生涯とその時代
２　女性たち
３　啓蒙主義者たち
４　シュトゥルム・ウント・ドラングの作家たち
５　古典主義者たち
６　ロマン主義者たち
７　哲学者たち
８　科学者たち
９　音楽家たち
10　為政者たち
11　外国人たち

 [履修要件]
ドイツ語の知識がなくても受講できるように配慮する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより、到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げたテーマにかんする文献を、できだけ自分で読んでみること。

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



西洋文化学系５９

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メデイアをめぐるギリシア神話とドイツ文学 

 [授業の概要・目的]
  ギリシア神話の中に、当時貴重であった金羊皮を求めたアルゴー船による東征の物語があります
が、その後日譚のひとつに、その金羊皮を手に入れたイアソンとその際に彼と結ばれ結婚する王女
メデイアが、その後、彼の故国に戻るものの、やがてその故国を追われ亡命したコリントスにおい
て破局を迎えるという伝承があります。 
　これらを素材にした作品は文字通り古今東西さまざまなものがありますが、それらの中から、１
９世紀のオーストリアの劇作家グリルパルツァーの三部作『金羊皮（Das goldene Vliess））』（１
８２２）を取り上げ、あらすじを紹介しながら、第三部の『メデア』の抜粋を原文のドイツ語で読
み進めます。 
　並行して、同じ素材に基づく古代の悲劇作家エウリピデスの『メデイア』や、現代ドイツの作家
クリスタ・ヴォルフの『メデイア』を取り上げ、日本語翻訳で読みながら、上記グリルパルツァー
の作品と比較し、それぞれのテーマについて一通りの解説する一方、参加者にもそれらについて考
え検討してもらいます。 

 [到達目標]
  上記の作品からは、愛と復讐、「子殺し」にまで至る激しい感情と理性の相克、男性社会に生き
る女性、野蛮(呪術)と文明、国家（古代都市国家と近代帝国主義国家、現代の資本主義国家と社会
主義国家など、時代と作者により変化）と個人など、さまざまなテーマを読み取ることが可能だと
思われるが、それらの中から参加者に興味がもてる問題について理解を深めることを目的とします。
 
　同時に、やや古い１９世紀のドイツ語テキストを読解する力を養います。 

 [授業計画と内容]
第１回は、素材となったアルゴー号の冒険およびイアソンとメデイアの物語について概説しながら、
授業のオリエンテーションを行います。 
第２～５回は、もっぱら Grillparzer: Medea を適宜省略したり要約を挟みながら読み進めます 
第６回は、エウリピデスの『メデイア』について考察し検討する。 
第７回～１４回は、もっぱら Grillparzer: Medea を適宜省略したり要約を挟みながら読み進めます。
 
第１５回は、クリスタ・ヴォルフの『メデイア』について考察し検討する。 
第１６回は、フィードバックです。

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた作品の必要箇所をコピーして配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習が必要です

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



西洋文化学系６０

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メデイアをめぐるギリシア神話とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　ギリシア神話の中に、当時貴重であった金羊皮を求めたアルゴー船による東征の物語があります
が、その後日譚のひとつに、その金羊皮を手に入れたイアソンとその際に彼と結ばれ結婚する王女
メデイアが、その後、彼の故国に戻るものの、やがてその故国を追われ亡命したコリントスにおい
て破局を迎えるという伝承があります。 
　これらを素材にした作品は文字通り古今東西さまざまなものがありますが、それらの中から、１
９世紀のオーストリアの劇作家グリルパルツァーの三部作『金羊皮（Das goldene Vliess））』（１
８２２）を取り上げ、あらすじを紹介しながら、第三部の『メデア』の抜粋を原文のドイツ語で読
み進めます。 
　並行して、同じ素材に基づく古代の悲劇作家エウリピデスの『メデイア』や、現代ドイツの作家
クリスタ・ヴォルフの『メデイア』を取り上げ、日本語翻訳で読みながら、上記グリルパルツァー
の作品と比較し、それぞれのテーマについて一通りの解説する一方、参加者にもそれらについて考
え検討してもらいます。 

 [到達目標]
　上記の作品からは、愛と復讐、「子殺し」にまで至る激しい感情と理性の相克、男性社会に生き
る女性、野蛮(呪術)と文明、国家（古代都市国家と近代帝国主義国家、現代の資本主義国家と社会
主義国家など、時代と作者により変化）と個人など、さまざまなテーマを読み取ることが可能だと
思われるが、それらの中から参加者に興味がもてる問題について理解を深めることを目的とします。
 
　同時に、やや古い１９世紀のドイツ語テキストを読解する力を養います。 

 [授業計画と内容]
第１回は、前期の授業を振り返り要約しつつ、授業のオリエンテーションを行います。 
第２～４回は、Grillparzer: Medea の抜粋を精読します。 
第５回～１５回は、Grillparzer: Medea をめぐるいくつかの研究文献を読みながら、またエウリピデ
スの『メデイア』やクリスタ・ヴォルフの『メデイア』と比較しつつ、その解釈について検討しま
す。 
第１６回は、フィードバックです。

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること。
同題目の前期特殊講義を履修していることが望ましい。  

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた作品の必要箇所をコピーして配布する  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習が必要です  

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



西洋文化学系６１

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学・ゲルマン語学入門

 [授業の概要・目的]
印欧語の世界を視野に収めながら、ことばの普遍性・体系性を明らかにすることを目標とする。史
的言語学の諸分野（音論、形態論、統語論等の諸領域）を対象に、言語体系の普遍的な法則性を探
るべく、通時的考究を進める。言語体系の法則性・言語変化のメカニズムを探り、そのあり方を解
明することを通して、言語の本質に迫る。 

 [到達目標]
今日の言語学の手法と併せて、言語の史的考察による種々の成果を踏まえ、言語学の方法論上の問
題について考究する力が身に付くようにする。個別言語にとどまらず、言語一般の体系性が把握で
きることを目指す。 

 [授業計画と内容]
ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論などの領域）を対象に、言語体系の普遍的な
法則性を探るべく考究を進める。言語の理論的アプローチによる種々の成果を踏まえ、言語学の方
法論上の問題についても考察する。

第１回～第３回　ゲルマン語学の諸問題
第４回～第８回　ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論）
第９回～第10回　ドイツ語圏の方言学
第11回～第13回　ゲルマン語学・ドイツ語学と一般言語学
第14回～第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50％）・小テスト（30％）・レポート（20％）等により総合的に判断する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材に関し、授業の前後（予習・復習）に課題を課し、授業時に発表できる準備
をしてもらう。 

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



西洋文化学系６２

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Einführung in die Deutsche Lyrik I

 [授業の概要・目的]
Der Kurs bietet eine allgemeine Einführung in Methoden der Formanalyse und inhaltlichen Interpretation 
(auch hinsichtlich der Performanz) deutscher Gedichte. Zudem werden anhand ausgewählter Texte vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert typische Themenkreise und Stilmerkmale der Lyrik verschiedener 
Literaturepochen vorgestellt.

 [到達目標]
Die Studenten sollen die Eigenheiten der lyrischen Stile unterschiedlicher Zeiten und ihre Bedeutung kennen 
lernen und damit in die Lage versetzt werden, einen Text selbständig einer bestimmten Stilrichtung und Zeit 
zuordnen zu können und ihn auf dieser Grundlage zu interpretieren.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden ein oder mehrere Gedichte wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem 
historischen und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen 
Informationen, mit deren Hilfe die Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1.-2. Woche: Einführung in die Formanalyse.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Gedichtsbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系６３

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Einführung in die deutsche Lyrik II

 [授業の概要・目的]
Der Kurs bietet eine allgemeine Einführung in Methoden der Formanalyse und inhaltlichen Interpretation 
(auch hinsichtlich der Performanz) deutscher Gedichte. Zudem werden anhand ausgewählter Texte des 19. 
und 20. Jahrhunderts typische Themenkreise und Stilmerkmale der Lyrik verschiedener Literaturepochen 
vorgestellt.

 [到達目標]
Die Studenten sollen die Eigenheiten der lyrischen Stile unterschiedlicher Zeiten und ihre Bedeutung kennen 
lernen und damit in die Lage versetzt werden, einen Text selbständig einer bestimmten Stilrichtung und Zeit 
zuordnen zu können und ihn auf dieser Grundlage zu interpretieren.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden ein oder mehrere Gedichte wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem 
historischen und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen 
Informationen, mit deren Hilfe die Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1.-2. Woche: Einführung in die Formanalyse.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Gedichtsbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系６４

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期アドルノの音楽エッセイを読む

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

 [到達目標]
アドルノの思考の基本パターン（いわゆる否定的弁証法など）を知ると同時に、彼の音楽論で言及
される音楽作品についての基本的知識を身につける。またテクストを一文一文、その綾や間テクス
ト的な暗示や多義性も含め、深く読み込むことを重視する。 

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [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。



西洋文化学系６５

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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
毎回レジメを配布する。なおQuasi una FantasiaはAdorno: Gesammelte Schriften 16に収められている。
 

 [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）

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

アドルノ 『啓蒙の弁証法』（岩波書店）

 [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。



西洋文化学系６６

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 青木　三陽

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中高ドイツ語の文学作品を読む

 [授業の概要・目的]
中高ドイツ語とは11世紀中頃から14世紀中頃にかけての高地ドイツ語のことをいう。中高ドイツ語
を用いて創作された文学作品のうち、特に12世紀末から13世紀初頭にかけては宮廷・騎士文学とい
った世俗文学が興隆を迎え、叙事詩の分野ではハルトマン、ゴットフリート、ヴォルフラムらを、
抒情詩の分野ではヴァルターに代表される宮廷詩人を輩出した。ゲルマンの英雄伝説に基づく『ニ
ーベルンゲンの歌』が統一的な物語にまとめられたのもこの時期である。本講義ではこれら宮廷文
学の諸ジャンルの中から代表的作品を取り上げ、原文で丹念に読んでいく。  

 [到達目標]
宮廷文学の世界を様々な側面から観察することで当時の俗人貴族の心性史に迫ることを目標とする。
同時に、中高ドイツ語についての知識を習得する。  

 [授業計画と内容]
基本的に以下のペースで進行するが、受講者の要望によっては若干の変更もありうる。 
それぞれのテーマに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：ミンネザングと箴言詩 
4－6回：『ニーベルンゲンの歌』 
7－9回：ハルトマン・フォン・アウエ『哀れなハインリヒ』 
10－12回：ゴットフリート・フォン・シュトラスブルク『トリスタンとイゾルデ』 
13－15回：ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ『パルツィヴァール』

 [履修要件]
現代ドイツ語の資料を用いる授業である。事前にドイツ語を履修しておくことが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60％、レポート40％の総合評価とする。 
講義形式の授業ではあるが、セメスター後半には一人一詩節程度で調査、発表を行ってもらう。平
常点はその発表の精度が重要視される。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
セメスター後半にはテクストの中から一人数行程度の調査・発表を行ってもらう。授業に臨むに当
たってはその準備が必須である。  

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



西洋文化学系６７

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習Ｉ)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  3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  第一次世界大戦とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　第一次世界大戦は、当時のドイツ語圏の作家たちにとって巨大なカタストロフィを意味していた。
エルンスト・ユンガーのように前線で兵士として戦った者やカロッサのように軍医として従軍した
者のみならず、リルケのように召集されて後方で軍務についた者やカフカのように召集を免れた者
まで含めて、この戦争はさまざまな影響を及ぼした。この授業では、作家たちと第一次世界大戦の
関係を論じた論文を何本か取り上げ、戦争と文学という問題について多角的な視点を得ることをめ
ざす。

 [到達目標]
ドイツ語で学術論文を読むことに慣れ、当該分野の研究動向とその問題点を的確に把握することが
できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む予定であるが、必要に応じて個々の文学作品も視野
に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第１回　授業テーマの解説
第２～５回　カフカと第一次世界大戦
第６～９回　リルケと第一次世界大戦
第10～13回　カロッサと第一次世界大戦
第14・15回　エルンスト・ユンガーと第一次世界大戦

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。欠席5回で不可とする。

 [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]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系６８

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習Ｉ)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  第一次世界大戦とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　第一次世界大戦は、当時のドイツ語圏の作家たちにとって巨大なカタストロフィを意味していた。
エルンスト・ユンガーのように前線で兵士として戦った者やカロッサのように軍医として従軍した
者のみならず、リルケのように召集されて後方で軍務についた者やカフカのように召集を免れた者
まで含めて、この戦争はさまざまな影響を及ぼした。この授業では、作家たちと第一次世界大戦の
関係を論じた論文を何本か取り上げ、戦争と文学という問題について多角的な視点を得ることをめ
ざす。

 [到達目標]
ドイツ語で学術論文を読むことに慣れ、当該分野の研究動向とその問題点を的確に把握することが
できるようになる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文または作品を読む。
取り上げるテーマとテキストについては、受講者の希望を考慮しつつ決定する。

第１回　前期の復習と今期の課題の設定
第2～14回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。欠席5回で不可とする。

 [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]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系６９

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習II)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Theodor Storm: Bulemanns Haus

 [授業の概要・目的]
テーオドール・シュトルム（1817-88）は、19世紀の北ドイツを代表する作家である。初期の抒情
的な短篇『みずうみ』（1850）から晩年の歴史小説『白馬の騎手』（1888）へと、彼の作風は大き
な変化をとげたが、この授業では、中期のメールヒェン『ブーレマンの家』（1864）を取り上げて、
シュトルムの文学世界への入門としたい。

 [到達目標]
19世紀の文学作品を読みこなすためのドイツ語力を養うとともに、メールヒェンを解釈するための
基本的な技法を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　シュトルムの生涯と作品について解説する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　この作品では、人間嫌いの吝嗇家ブーレマンが、そのふるまいのために報いをうける顛末が描か
れる。シュトルムが、メールヒェンという文学ジャンルにこめた社会批判に焦点をあてて、テクス
トを精読する。
第15回：まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級の授業を履修済みであることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的な参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

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



西洋文化学系７０

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習II)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Wilhelm Raabe: Else von der Tanne

 [授業の概要・目的]
ヴィルヘルム・ラーベ（1831-1910）は、リアリズム時代のドイツ文学を代表する小説家である。
彼の後期の作品は、その重層的な小説構造によって、20世紀の小説を先取りする現代性をはらんで
いるが、この授業では、初期の短篇『樅の木のエルゼ』（1864）を取り上げて、ラーベの小説世界
への入門としたい。  

 [到達目標]
19世紀の文学作品を読みこなすためのドイツ語力を養うとともに、小説を解釈するための基本的な
技法を身につける。 

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに： 
　ラーベの生涯と作品について解説する。 
第２回～第14回　テクスト講読： 
　この小説では、三十年戦争の時代のドイツを舞台にして、魔女として村人たちから迫害される少
女エルゼと、彼女を救おうとする司祭とのあいだの関係が描かれる。この作家特有のこまやかな人
物造形に焦点をあてて、テクストを精読する。 
第15回　まとめ： 
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級の授業を履修済みであることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

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



西洋文化学系７１

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（１）

 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。
１　博士後期課程１回生による研究発表：
　　前年度に提出した修士論文の内容の報告。【２～３週】
２　修士課程１回生による研究発表：
　　前年度に提出した卒業論文の内容の報告。【２～３週】
３　博士後期課程２・３回生による研究発表：
　　博士論文作成に向けての中間報告。【２週】
４　修士課程２回生による研究発表：
　　修士論文作成に向けての中間報告。【８週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。

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



西洋文化学系７２

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（２）

 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。  

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。 

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
１　修士課程２回生による研究発表： 
　　修士論文の中間報告。【４週】 
２　学部４回生による研究発表：
　　卒業論文の中間報告。【２週】 
３　博士後期課程１～３回生による研究発表：
　　博士論文作成に向けての中間報告。【４～５週】
４　修士課程１回生による研究発表：
　　修士論文作成に向けての中間報告。【２～３週】 
５　学部３回生による研究発表：
　　卒業論文作成に向けての中間報告。【２週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。

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



西洋文化学系７３

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講読)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  小説で読むドイツ難民受け入れ問題

 [授業の概要・目的]
　ドイツは現在、中東からの難民受け入れの是非に揺れている。もとより戦後の経済高度成長をト
ルコ系の外国人労働者（ガストアルバイター）が支えたドイツにおいて移民の社会統合は大きな問
題になっていたが、そこに近年の難民急増の問題が追い討ちをかけた格好である。1967年生まれの
作家ジェニー・エルペンベックが書いた小説“Gehen, ging, gegangen”は、定年退職後にふとしたこ
とがきっかけで難民支援の活動を始める老人を描いたもの。2015年夏に刊行されて大きな反響を呼
んだ。この小説を読むことを通じ、日本のメディアの報道とは異なる視点からドイツの難民受け入
れ問題を見ることを試みたい。

 [到達目標]
ドイツ語を読むことに慣れ、ドイツ現代史についての基礎知識を獲得し、かつ難民に対する関わり
方について自分自身の意見を持つことができるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に輪読形式でドイツ語の小説を読む。授業の進行予定は以下のとおり。

第1回　授業テーマの解説（ドイツの難民受け入れ問題について）
第2～14 回　小説“Gehen, ging, gegangen”を読む
第15回　問題の総括

 [履修要件]
ドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。欠席5回で不可とする。

 [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]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は輪読形式なので、予習を必要とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系７４

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講読)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  Michael Ende: Über das Ewig-Kindliche

 [授業の概要・目的]
『モモ』や『はてしない物語』などの作品で知られるドイツの作家ミヒャエル・エンデ（1929-95）
が、1986年に東京で開催された国際児童図書評議会でおこなった講演「永遠に子供らしいものにつ
いて」を読む。エンデの文学世界が、どのような思想的背景をもっているのかについて考えてみた
い。

 [到達目標]
ドイツ語の基礎的な読解力を身につけるとともに、エンデの文学と思想にかんする知識と理解を深
める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　エンデの生涯と作品について解説する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　エンデはこの講演のなかで、自らの文学の根源をなす要素として、遊戯と美とユーモアについて
語っている。テクストを精読すると同時に、エンデがここで言及している作家や思想家の著作につ
いてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語初級の授業を履修済みであることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式でおこなうので、必ず下調べしたうえで出席すること。

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



西洋文化学系７５

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講読)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 龍谷大学経済学部　教授 今井　敦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  トーマス・ベルンハルトの伝記を読む

 [授業の概要・目的]
　第二次大戦後のドイツ語圏文学、とりわけオーストリア文学について語ろうとすれば、作家トー
マス・ベルンハルト（1931-1989）を無視することはできない。ベルンハルトは、その特異な散文
や劇作によって文学の新しい形を示したと評価される一方、戦後のオーストリアにおいて長くタブ
ー視されていたナチズムの過去およびカトリック主義を厳しく弾劾したことで、文学はもとより、
政治、ジャーナリズム、劇場等を含めた社会全体を議論の渦に巻き込んだ。生前激しい憎悪にさら
されながらも、死後、オーストリアの国民的作家として祀り上げられるようになったトーマス・ベ
ルンハルトの生涯を、ベルンハルト研究の第一人者、マンフレート・ミッターマイヤーの平易なド
イツ語で読む。
　また、折に触れ、ベルンハルトの自伝的著作『原因』(1975)『地下』(1976)『息』(1978)『寒さ』
(1981)『ある子供』(1982)の中から重要な部分を精読する。  

 

 

 

 [到達目標]
① ドイツ語の基礎的読解力を身につける
② トーマス・ベルンハルトの生涯とその作品について基本的知識を身に着ける。
③ 戦後オーストリアにおける政治と文学の関係、その社会的議論の経緯を理解する。

 [授業計画と内容]
基本的に輪読形式でドイツ語テクストを読む。授業の進行予定は以下のとおり。 

第１回　導入。ベルンハルトの生涯と主要作品について解説
第２～１４回　テクストを読みながらトーマス・ベルンハルトの文学およびその読者・観衆として
のオーストリア社会について考察する 
第15回　まとめ

 [履修要件]
ドイツ語初級の授業を履修済みであること。

ドイツ語学ドイツ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による評価。予復習の有無、授業への積極的参加、授業内小テストの結果を総合的に判断し
て評価する。

 [教科書]
下記の本から重要な頁を読んでいく予定。プリントにて配布する。
Manfred Mittermayer:Thomas Bernhard. Leben Werk Wirkung (Suhrkamp BasisBiographie), Frankfurt a.M. 
2006

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず予習をしてくること。予習範囲は授業時に指示する。  

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



西洋文化学系７６

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(講読)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 龍谷大学経済学部　教授 今井　敦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  トーマス・ベルンハルトの伝記を読む（その２）

 [授業の概要・目的]
　　第二次大戦後のドイツ語圏文学、とりわけオーストリア文学について語ろうとすれば、作家ト
ーマス・ベルンハルト（1931-1989）を無視することはできない。ベルンハルトは、その特異な散
文や劇作によって文学の新しい形を示したと評価される一方、戦後のオーストリアにおいて長くタ
ブー視されていたナチズムの過去およびカトリック主義を厳しく弾劾したことで、文学はもとより、
政治、ジャーナリズム、劇場等を含めた社会全体を議論の渦に巻き込んだ。生前激しい憎悪にさら
されながらも、死後、オーストリアの国民的作家として祀り上げられるようになったトーマス・ベ
ルンハルトの生涯を、ベルンハルト研究の第一人者、マンフレート・ミッターマイヤーの平易なド
イツ語で読む。また、折に触れ、ベルンハルトの自伝的著作の中から重要な部分を精読する。
 　本授業では、後半生に重点を置く。必ずしも前期の授業「トーマス・ベルンハルトの伝記を読む」
を履修している必要はない。   

  

 [到達目標]
① ドイツ語の基礎的読解力を身につける 
② トーマス・ベルンハルトの生涯とその作品について基本的知識を身に着ける。 
③ 戦後オーストリアにおける政治と文学の関係、その社会的議論の経緯を理解する。  

 [授業計画と内容]
基本的に輪読形式でドイツ語テクストを読む。授業の進行予定は以下のとおり。 

第１回　導入。ベルンハルトの生涯と主要作品について解説 
第２～１４回　テクストを読みながらトーマス・ベルンハルトの文学およびその読者・観衆として
のオーストリア社会について考察する 
第15回　まとめ

 [履修要件]
ドイツ語初級の授業を履修済みであること。必ずしも前期の講読授業「トーマス・ベルンハルトの
伝記を読む」を履修している必要はない。 

ドイツ語学ドイツ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による評価。予復習の有無、授業への積極的参加、授業内小テストの結果を総合的に判断し
て評価する。

 [教科書]
下記の本から重要な頁を読んでいく予定。プリントにて配布する。 
Manfred Mittermayer:Thomas Bernhard. Leben Werk Wirkung (Suhrkamp BasisBiographie), Frankfurt a.M. 
2006 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず予習をしてくること。予習範囲は授業時に指示する。  

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



西洋文化学系７７

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(外国人実習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 外人実習

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Erzählungen I

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs lesen wir kurze deutsche Erzählungen hauptsächlich des 20. Jahrhunderts (z.B. von Max von 
der Grün, Wolfdietrich Schnurre, Bertolt Brecht etc.). Wir sprechen über den Inhalt der Texte sowie über ihre 
historischen und kulturellen Hintergründe.

 [到達目標]
Die Studenten sollen lernen, sich im Gespräch unter Verwendung einfacher Satzstrukturen frei zu äußern und 
ihre Meinung zu sagen.

 [授業計画と内容]
Während des Unterrichts müssen die Studenten die Inhalte der Texte in ihren eigenen Worten 
zusammenfassen und sagen, was sie darüber denken. Der Lehrer korrigiert die Studenten und gibt 
grammatische, stilistische sowie kulturhistorische Hinweise.
1. Woche: Einführung in Inhalte und Methode des Unterrichts.
2.-13. Woche: Nach Absprache mit den Studenten werden ausgewählte deutsche Kurzgeschichten gelesen.
14. Woche: Test
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung der am häufigsten aufgetretenen Fehler und Erläuterungen zu 
ihrer Vermeidung

 [履修要件]
Die Studenten benötigen Vorkenntnisse im deutschen Wortschatz und der deutschen Grammatik im Umfang 
etwa eines Studienjahres. Es wird erwartet, dass sie die Texte jeweils vor dem Unterricht gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung sowie eines Tests am Ende des 
Semesters.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen und im Zweifelsfall eine Übersicht 
über die deutsche Grammatik benutzen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系７８

授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(外国人実習)
German Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 外人実習

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Erzählungen II

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs lesen wir kurze deutsche Erzählungen hauptsächlich des 20. Jahrhunderts (z.B. von Luise 
Rinser, Siegfried Lenz, Alfred Andersch etc.). Wir sprechen über den Inhalt der Texte sowie über ihre 
historischen und kulturellen Hintergründe.

 [到達目標]
Die Studenten sollen lernen, sich im Gespräch unter Verwendung einfacher Satzstrukturen frei zu äußern und 
ihre Meinung zu sagen.

 [授業計画と内容]
Während des Unterrichts müssen die Studenten die Inhalte der Texte in ihren eigenen Worten 
zusammenfassen und sagen, was sie darüber denken. Der Lehrer korrigiert die Studenten und gibt 
grammatische, stilistische sowie kulturhistorische Hinweise.
1. Woche: Einführung in Inhalte und Methode des Unterrichts.
2.-13. Woche: Nach Absprache mit den Studenten werden ausgewählte deutsche Kurzgeschichten gelesen.
14. Woche: Test
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung der am häufigsten aufgetretenen Fehler und Erläuterungen zu 
ihrer Vermeidung

 [履修要件]
Die Studenten benötigen Vorkenntnisse im deutschen Wortschatz und der deutschen Grammatik im Umfang 
etwa eines Studienjahres. Es wird erwartet, dass sie die Texte jeweils vor dem Unterricht gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung sowie eines Tests am Ende des 
Semesters.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

 [参考書等]
  （参考書）
Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen und im Zweifelsfall eine Übersicht 
über die deutsche Grammatik benutzen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系７９

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Adaptation & Appropriation

 [授業の概要・目的]
Julie Sanders, Adaptation and Appropriationを教科書にして、adaptationとappropriationという相互に関
連する概念とこれらに関する批評理論について検討する。

 [到達目標]
・文学・文化研究の手段としてのadaptationとappropriationについての知識を習得する。
・これらの概念と理論をテクスト分析に使うことができるようになる。

 [授業計画と内容]
上記教科書のIntroductionと1-5章を授業では扱う。

第1週　教科書の紹介と、adaptation, appropriationという概念の概要の紹介。

第2 - 14週
Introductionと1-5章の解説。導入部分で用語の説明をした後、教科書に出てくる具体例に基づいて、
adaptationとappropriatonのあり方を検討していく。

教科書で扱われている作品は多岐に渡るので、その全てを読んだり見たりすることは求めないが、
そのうちの幾つかには実際に触れてみることが要求される。

受講者が持つ予備知識によって進度は変化するので、以下はおおよその予定である。

第2週　Introduction
第3-5週　第1-2章
第6-8週　第3章
第9-11週　第4章
第12-14週 第5章

フィードバックについては授業中に指示をする

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各章の解説が終わるごとに提出を求めるレポートにより評価する。レポートの詳細については授業
の中で指示をするが、当該章の内容について、各人が選んだ英米文学作品に即して具体的に論じた
内容のレポートを求める予定でいる。

 [教科書]
Julie Sanders  『Adaptation and Appropriation (The New Critical Idiom) 2nd edition』（Routledge）ISBN:
978-1138828995（First editionを所持している場合は、そちらでも構わない。）

 [参考書等]
  （参考書）
Linda Hutcheon 『A Theory of Adaptation, 2nd edition』（Routledge）ISBN:978-0415539388

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前には、丹念に辞書を引いて教科書を読み、その内容を把握することが求められる。授業後に
は、教科書に書かれた内容を実際の作品について考察し、レポートとして提出することが求められ
る。

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



西洋文化学系８０

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史小説について 

 [授業の概要・目的]
英文学史においては、歴史小説はウォルター・スコットによって創出されたとされる。この授業で
は、このジャンルに属する有名なイギリスの小説をいくつか（アメリカと日本の例も加えて）具体
的に検討し、歴史小説の理論にも触れつつ、このジャンルにかかわる諸問題を考察する。 

 [到達目標]
歴史小説に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2～3回　Walter Scott; Waverly, Ivanhoe
第4～5回 Charles Dickens; Barnaby Rudge, A Tale of Two Cities 
第6回 Robert Louis Stevenson, The Master of Ballantrae　 
第7回　Robert Graves, I Claudius 
第8回 John Fowles, The French Lieutenant's Woman 
第9回 Hilary Mantel, Wolf Hall 
第10回　Margaret Mitchell, Gone with the Wind
第11回　森鴎外、遠藤周作
第12～14回　歴史小説の理論 

フィードバックは、研究室で授業に関連する質問に答える形で行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末レポートによって評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
望まれる予習、復習については授業中に説明する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８１

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも屈指の名作と評価されるF. Scott FitzgeraldのThe Great Gatsby(１９
２５年）を精読し、作品解釈を試みる。

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
　The Great Gatsbyは、アメリカ文学のみならず世界各国でFitzgeraldの名声を確立した小説である。
出版以来さまざまな解釈がなされてきたが、いまだに読者を魅了し続けている。
　授業では、毎回１章かそれ以上を読解する。豊富な視覚資料も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
F. Scott Fitzgerald 『The Great Gatｓby　（Penguin Modern Classics)』（Penguin）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13:00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡された
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８２

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも名作The Great Gatsby（１９２５年）によって特異な地位を占める
作家F. Scott Fitzgeraldのいくつかの短編小説を精読し、作品解釈を試みる。

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
　F. Scott Fitzgeraldのたくさんの短編小説の中から、"The Ice Palace"(Flappers and Philosophers収録）、
"The Jelly-Bean"(Tales of the Jazz Age収録）、”Babylon Revisited"(Taps at Reveille収録）などを読む。

　授業では、毎回数ページを読解する。視覚資料も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
　授業中にテキストをハンドアウトの形で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13:00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡された
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８３

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や、近刊の論文集を中心とし、受講者各
自の興味関心に応じ、英語論文を各回1本ずつ取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内
容について、全員でディスカッションを行う。論文の担当は、初回授業で割り当てる。1本の論文
（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する予定。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



西洋文化学系８４

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



西洋文化学系８５

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(1)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　英語以前(1)  インド・ヨーロッパ語としての英語
第3回　英語以前(2)  ゲルマン語としての英語
第4回　古英語文法概観
第5回～　原典テキストの講読
　・聖書（新約・旧約）
　・年代記
　・Ælfricの散文入門

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８６

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(2)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。（前期からの継続）
 

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　原典テキストの講読
　・Ælfricの散文（King Edmund他）
　・初期West-Saxon方言のテキスト
　・West-Saxon方言以外のテキスト

※進捗状況に応じて、新たな材料を追加することがあります。

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８７

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  サミュエル・ジョンソン『ラセラス』と地理学的想像力

 [授業の概要・目的]
　サミュエル・ジョンソンの『ラセラス』(1759)は主人公ラセラスがアビシニア(エチオピア）の「
幸福の谷」を出奔して旅する中で「人生の選択」を行う物語である。ジョンソン唯一の小説である
本作は日本では明治時代から読み継がれてきた。本講義は本作を精読すると共に、ジョンソンの他
の旅行記（『スコットランド西方諸島の旅』など）を参照しながら、その地理学的想像力を解き明
かすことを目的とする。

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。本講義では、『ラセラス』を例に、このよう
な読みを試みることで、基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。  

 [授業計画と内容]
　『ラセラス』は短い作品なので、１学期に全作を精読する。ページ数を授業回数で割って着実に
進んでいく。適宜ジョンソンの他の作品も参照する。講義であるから受講生を授業中に指名して意
見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、質
問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

 [教科書]
Samuel Johnson 『The History of Rasselas: Prince of Abissinia』（Oxford Univ Pr (T) (1988/12)）ISBN:
978-0199229970

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。  

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



西洋文化学系８８

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 里内　克巳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『トム・ソーヤーの冒険』を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカの作家Mark Twain(1835-1910)の代表作_The Adventures of Tom Sawyer_ (1876)を精読しつつ、
トウェインの主要作品・生涯と時代背景を理解する。 

 [到達目標]
●英語で書かれた小説を精読＝通読し、文体上の特徴、叙述の進め方、レトリック上の工夫などに
ついて説明できる。
●文学者トウェインの主要作品を実人生と関連づけながら説明できる。
●南北戦争後の19世紀アメリカ文学史の概略や、同時期の青少年向けの物語作品の系譜について説
明できる。
●読んだ英文の内容や、読むことを通して得た洞察や問題意識を、分かりやすくかつ効果的に他の
人に伝え、共有することができる。

 [授業計画と内容]
この授業では、_Adventures of Huckleberry Finn_(1885)と共にマーク・トウェインが書いた小説の中
で最もよく知られた作品である_The Adventures of Tom Sawyer_を取り上げる。ペーパーバック版に
して約260頁の分量がある作品だが、これを毎回およそ20～25頁程度のペースで読み進め、学期中
に読み切る。毎回の授業では、割り当てられた章の内容について受講者全員に質問しつつ確認を行
なった後、細部の検討や解釈に関する意見交換へと移る。これが授業の中心的な活動となるが、同
時に他のトウェイン作品――特に本小説の続編的性格を持つ一連の作品群――との関連や、19世紀
における子供向けの文学ジャンルの形成過程などに関して、教員が受講者に説明を行なっていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80点＋学期末レポート20点により評価する。
平常点とは、出欠・発表・授業参加の仕方を総合したもので、基本的に減点法で評価を行う。学期
末レポートについては、授業が半分まで進んだ６月に詳細を通知するが、授業での学びを振り返る
と共に、自身で調べ考察したことを盛り込むようなエッセイ・ライティング（日本語ないしは英語）
の課題となる予定である。

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Mark Twain 『The Adventures of Tom Sawyer』（Modern Library）ISBN:978-0-37-5756818
上記の本をテキストとして使用する。それ以外の参考書・文献は授業時に適宜紹介される  

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://bancroft.berkeley.edu/MTP/ (カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館が運営してい
る“Mark Twain Papers & Project”)

 [授業外学習（予習・復習）等]
上述したように、毎回の授業では、平均して20～25ページ程度のペースで上記のテキストを読み進
めていく。指定された範囲をあらかじめきちんと読み、自分なりに理解したうえで授業に臨むのが
大前提となる。英語を読み慣れない受講者の場合、おそらく１回の授業につき６時間前後（あるい
はそれ以上）の準備時間が必要になるので、毎週の授業外での学習計画をよく考えて立てる必要が
ある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けられていない。授業時間外で質問・相談したいことがあれば、電子メールで
連絡できる。　 
　satouchi@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系８９

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部　准教授 藤井　光

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  死者たちの現代アメリカ文学 

 [授業の概要・目的]
文学の根本命題の一つとして、「死者」とどのような関係を取り結ぶか、という問題があり、現代
文学もその問いと無縁ではない。戦争から経済問題まで、さまざまな局面で文学作品に登場する「
死者」を主題として、現代アメリカ作家を中心とする短篇小説を読むことで、生者が物語を語るこ
とにどのような意味があるのかを検討する。  

 [到達目標]
「死者」を描くことが、生者の現在のアイデンティティを問うことになるという出発点を共有した
うえで、各物語において問題化されている「死者」とは何を描こうとしているのかを理解できるよ
うになること。さらには、現在において語られる物語が、蘇らせられる過去にどのような態度を見
せているのかを理解できるようになること。  

 [授業計画と内容]
一人の作家に一週を割く。 
第一回 イントロダクション 
第二回 Tim O'Brien "The Lives of the Dead" 
第三回 Raymond Carver, "So Much Water So Close to Home" 
第四回 Tamas Dobozy, "The Encirclement" 
第五回 Rebecca Makkai, "The Worst You Ever Feel" 
第六回 Laura van den Berg, "Antarctica " 
第七回 Adam Johnson, "Nirvana" 
第八回 Daniel Alarcon, "The Bridge" 
第九回 Louise Erdrich, "Domain" 
第十回 Aya Rabah, "Scars" 
第十一回 Hassan Blasim, "The Army Newspaper" 
第十二回 Steven Millhauser, "Phantoms" 
第十三回 Manuel Gonzales, "Life on Capra II" 
第十四回 レポート作成にあたっての質疑 
第十五回 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点70%(各作品についての発表およびディスカッションを評価する)、期末レポート30%(英文・
和文どちらでも可)。レポートの内容については授業時に指示する。

 [教科書]
適宜プリントを配布する。  

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、疑問点などを整理してくること。  

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系９０

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部 出口　菜摘

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英米詩を読む  

 [授業の概要・目的]
このクラスの目的は、英米詩の読解を通じて、言葉の性質やその働きについての理解を深めること
である。特に以下の3点にテーマを絞り、作品を考察する。①「見る」ことのメタファー②作品に
描かれる「目」と「視線」③女性詩人によるヴィジョンの見直し。これら３点について、作品のテ
ーマや詩人の伝記的背景、当時の社会状況を踏まえて考える。取り上げる作品は小テーマごとで年
代順ではない。 

 [到達目標]
 目"eye"（認識、理解、眼差、世界観、「私」）に焦点をあてて英米詩を読むことで、言葉の働き
について理解を深める。

 [授業計画と内容]
１．Introduction 
２．Ralph Waldo Emerson
３．William Wordsworth 
４．Walter Whitman
５．William Shakespeare 
６．John Donne
７．John Donne 
８．Emily Dickinson  
９．Emily Dickinson 　 
10．H. D.
11．Sylvia Plath
12．Adrienne Rich
13．Adrienne Rich
14．Anne Sexton 
15. Review

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

英語学英文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
初回授業でプリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品を精読し、問題点や全体のテーマについて自分の考えをまとめておくこと

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



西洋文化学系９１

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, particularly those 
skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

 [到達目標]
Our goal is to achieve marked improvement in the writing skills of each student in the class.

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be composed of three sessions during which various skills necessary for 
writing cogently in English will be addressed. Each class will open with a warm-up session devoted to 
practical exercises that are designed to review the basic grammar and usage required for effective writing. 

In the second session of each class, the instructor will introduce a brief reading pertinent to the goals of the 
class. These readings will generally be excerpts of essays, or newspaper columns and reviews concerned with 
language, writing and the arts. Students will be asked to read, analyze, and discuss these examples in class. 
These readings will serve as models for later student efforts and will provide students an opportunity to 
examine how sophisticated arguments are structured and facts are presented.
 
The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing exercises. Students will be assigned specific writing tasks each week. Students may, 
however, choose to work on revising previously completed writing or works in progress in place of the topics 
assigned by the instructor.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).

 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.
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 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class.

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



西洋文化学系９２

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism. 

 [到達目標]
Our goal is to achieve a marked improvement in the writing skills of each student in the class.

 [授業計画と内容]
This course is intended primarily for students who have previously composed academic papers in English and 
wish to polish their early work or to embark on new writing projects. The structure of individual class 
sessions will resemble those in the spring elementary course. 
 
Each meeting of the class will be composed of three sessions during which techniques required for writing 
cogently in English will be addressed. The first portion of the class will begin with a session devoted to 
reading and analysis of a superior example of writing by a well-known author. These readings will serve as 
models for student efforts and will provide students an opportunity to examine how sophisticated arguments 
are structured and facts are presented. 

The second portion will focus on building appropriate vocabulary for academic writing in the humanities and 
distinguishing levels of formality in written language.

The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing projects of their own choosing. Students will receive individual guidance on revising 
and editing previously submitted passages of their writing.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).
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 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

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



西洋文化学系９３

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （１）

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。

 [到達目標]
During the first semester, we look at Larkin's poetic technique in comparison with Hardy, learning to 
recognize key features of their diction, prosody and style. What makes these poets unique? How do they 
differ from each other?

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER

[1] course introduction

[2] Thomas Hardy, 'The Selfsame Song' (1922) and Philip Larkin, 'The Trees' (1967)

[3] Philip Larkin, 'Home Is So Sad' (1964) and Thomas Hardy, 'At the Piano' (1917)

[4] Thomas Hardy, 'An August Midnight' (1899) and 'During Wind and Rain' (1917)

[5/6] Philip Larkin, 'The Whitsun Weddings' (1957)

[7] Philip Larkin, 'The Mower' (1979) and Thomas Hardy, 'The Blinded Bird' (1916)

[8] Thomas Hardy, 'Neutral Tones' (1867)

[9] Philip Larkin, 'Wild Oats' (1963)

[10] Dylan Thomas, 'Do Not Go Gentle Into That Good Night' (1937)

[11] Thomas Hardy, 'Drummer Hodge' (1899) and Philip Larkin, 'MCMXIV' (1960)

[12] Philip Larkin, 'For Sidney Bechet' (1956)

[13] Thomas Hardy, 'The Darkling Thrush' (1900)
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[14] Philip Larkin, 'This Be The Verse' (1971) and Robert Louis Stevenson, 'Requiem' (1887)

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間課題（25％）、および学期末試験（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系９４

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （2）

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。

 [到達目標]
During the second semester, we broaden our study of poetic presences within Larkin's poetry to look at poets 
as diverse as Marvell, Betjeman and Auden. The focus of the course is less on technical analysis and more on 
historical and thematic appreciation with a 3,000 word essay to be written at the end. What is Larkin's place 
in the English poetic tradition, and what (if anything) is he telling us?

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER

[1] extract from Kingsley Amis, 'Lucky Jim' (1954)

[2] Donald Davie, 'Autumn Imagined' (1963) and Kingsley Amis, 'Wasted' (1973)

[3] W.B. Yeats, 'The Dawn' (1916) and Philip Larkin, 'Dawn' (1945)

[4] Philip Larkin, 'An Arundel Tomb' (1956)

[5] W.H. Auden, 'September 1, 1939' (1939)

[6] interview with Philip Larkin, 'The Art of Poetry' ('The Paris Review', 1982)

[7] Philip Larkin, 'Sad Steps' (1968) and Philip Sidney, Sonnet 31, 'Astrophel and Stella' (circa 1581)

[8] Philip Larkin, 'Aubade' (1977)

[9] Andrew Marvell, 'To His Coy Mistress' (circa 1649)

[10] Philip Larkin, 'Deceptions' (1950) and William Shakespeare, Sonnet 129 (1609)

[11] John Betjeman, 'Slough' (1937)

[12] Philip Larkin, 'Going, Going' (1972)
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[13] Carol Ann Duffy, 'Anne Hathaway' (1999)

[14] Philip Larkin, 'Born Yesterday' (1954)

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間レポート（25％）、および学期末レポート（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系９５

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部　准教授 LAMBERT， Raphael

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  African American Literature: Ralph Ellison's Invisible Man (1952) 

 [授業の概要・目的]
Ralph Ellison's Invisible Man (1952) holds an enviable place in the pantheon of world literature. In this 
course, we will consider the novel in the context of African American history (e.g., the legacies of slavery), 
culture (e.g., the influence of jazz and religion), and literary tradition (e.g., the debt to slave narrative). We 
will also expand our analysis toward key topics such as existentialism, psychoanalysis, and Marxism, and 
explore motifs as varied as invisibility, urbanization, and modern segregation. The ultimate objective of this 
course is for students to understand the essential role African American literature and culture play in the 
United States. 

 [到達目標]
The purpose of the course is to help students hone their analytical skills. Through a close reading of Ellison's 
seminal text, students will write weekly responses in which they demonstrate their ability to develop a 
convincing argumentation. While the course emphasizes methodology, it really aims for students to create 
their own knowledge of the text so as to become proficient readers and thinkers. 

 [授業計画と内容]
Week 1: General Introduction on Ralph Ellison 
Week 2: Main Themes in Invisible Man + Short excerpt practice 
Week 3: Response Writing Methodology + practice 
Week 4-5: Prologue (weekly responses) 
Week 6-10: Chapter 1 - 11 (weekly responses) 
Week 11-14: Chapter 12 - 23 (weekly responses) 
Week 15: Epilogue

 [履修要件]
Attendance is compulsory. 
No more than 3 absences are tolerated. 
Tardiness is not an option. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
The course will be entirely based on weekly responses and in-class participation. 

A response is about 300-350 words in length. 

In-class participation: 30% 
Weekly responses: 70%

 [教科書]
Ralph Ellison 『Invisible Man (1952)』（Penguin Modern Classics, 2001）ISBN:ISBN-10: 0141184426 （
Available in paperback version on Amazon.jp for about 1,905 yen）
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 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly reading assignment: about 30 pages. 
Responses: based on the weekly reading assignment. 
Preparation time will depend on each student. 
estimate reading + response writing: 2-3 hours per week. 
Response writing implies: reading + brainstorming + outlining + writing + proofreading.  

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



西洋文化学系９６

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史社会言語学入門

 [授業の概要・目的]
　Historical Sociolinguistics（Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg編）等の研究書および論文
を読みながら、英語の史的変化と社会の関係を議論します。 

 [到達目標]
　英語史のなかでも比較的変動が大きかった初期近代英語期（1500年～1700年頃）を中心に具体例
を取り上げ、言語変化には言語内的要因ばかりでなく言語をとり巻く社会環境が影響することを理
解します。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・指定した参考図書（主に図書館のものを利用）及び論文の講読
・言語調査のための資料についての検討
・テーマごとに1名以上からなるグループによるプレゼンテーション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(70%)、簡易なレポート(30%)によって評価を行います。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg（編） 『Historical Sociolinguistics』（Longman）
高田博行, 渋谷勝己, 家入葉子編著 『歴史社会言語学入門―社会から読み解くことばの移り変わり』
（大修館書店）
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  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　プレゼンテーションは集中講義期間内に、レポートは授業終了後に提出することになります。プ
レゼンテーションの準備を短時間で行うことが必要になりますので、期間中はできるだけ集中して
授業の準備をする時間を確保するようにしてください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系９７

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Johan van der Auwera

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  English as a Germanic Language

 [授業の概要・目的]
The course focusses on the properties that set English apart from its Germanic sister languages, primarily, but 
not exclusively, the West Germanic languages German and Dutch.  More generally, it will illustrate the field 
of contrastive linguistics, its methodology, and its relation to the linguistics of just one language and to 
typology, and it will thus be relevant for the study of other groups of languages too. The focus is synchronic 
but for some aspects of the variation within Germanic a diachronic perspective is essential. The course will 
proceed as a critical reading of sections of a classic in the field of contrastive linguistics, viz. Hawkins, John 
A. (1986) A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. London: Croom Helm. 
This book uses the generative terminology and framework in the mid-eighties, but it is sufficiently descriptive 
and it allows a modern non-generative reader to abstract from the outdated and/or generative details. 
Following the outline of this book, the course deals with nominal morphology, basic word order, syntactic 
and semantic functions, raising and other dislocation structures and the positioning of the verb.

 [到達目標]
The goals of the course are the following:
1. To introduce the student to the field of contrastive linguistics, with special attention to its relation to 
typology and the linguistics of just one language.
2. To illustrate the close relation between synchronic and diachronic linguistics.
3. To gain an insight in what sets English apart from its closest relatives.
3. To offer training in the critical reading of classic texts.

 [授業計画と内容]
The course consists of 8x90-minute sessions, 2 sessions per day over 4 days. The sessions will consist of 
lectures.

Day 1, Session1: Contrastive linguistics
Day 1, Session 2: Nominal morphology
Day 2, Session 3: Word order freedom
Day 2, Session 4: Grammatical relations
Day 3, Session 5: Raising Extraction and Pied-Piping
Day 3, Session 6: Extraposition
Day 4: Session 7: Verb-second and Verb-first structures
Day 4: Session 8: Written exam
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 [履修要件]
The course requires a fairly good command of spoken and written English. It is crucial to stress that the 
command of Germanic languages other than English is not required. All materials from languages other than 
English will be accompanied by glossing and/or a translation.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will take responsibility for presenting some of the ideas in Hawkins (1986) in class. This will count 
for 30 % of the grade. The written exam in the last session will count for 70 %.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Hawkins, John A.  『A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. (1986)』（
Croom Helm）
König, Ekkehard & Volker Gast  『Understanding English-German Contrasts. (2012) 』（Schmidt）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course will require advance reading of some of the chapters in Hawkins (1986) as well a preparation of 
in-class presentations.

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



西洋文化学系９８

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
English Language and Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　　　
人文社会系研究科 名誉教授 柴田　元幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学紹介 

 [授業の概要・目的]
現代アメリカの文学作品を講読し、アメリカ文学全般に関する講義を聴き、ワークショップで翻訳
等を実践する。  

 [到達目標]
現代アメリカ文学を広い文脈で考える習慣を身につける。

 [授業計画と内容]
１　講義（現代アメリカ文学概論）
２　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）１
３　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）１
４　講義（アメリカ文学全般特殊講義）１
５　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）２
６　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）２
７　ワークショップ１
８　講義（アメリカ文学全般特殊講義）２
９　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）３
10　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）３
11　ワークショップ２
12　講義（アメリカ文学全般特殊講義）３
13　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）４
14　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）４
15　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
人数が少なければ、100%授業参加度で評価する。 
人数が多ければ、小テスト、小レポート等、適宜考える。

 [教科書]
授業開始数週間前にテキストを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業開始数週間前に配布されるテクストを読んでくる。 

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



西洋文化学系９９

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英語の変化

 [授業の概要・目的]
　Language Change: Progress or Decay?（Jean Aitchison著）を読みながら、現代英語および英語史全
般の変化のメカニズムを議論します。

 [到達目標]
　現代英語そのものが変化していること、現代英語のヴァリエーションの背景に史的な要因が関係
していることを理解し、現代英語を「変動」の視点から観察できるようになることを到達目標とし
ます。 

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・教科書に指定した Language Change: Progress or Decay? の講読。
・英語の変化に関する論文の講読。
・言語調査のための資料についての検討。
・学期末に提出するレポートの準備。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(50%)、レポート(50%)によって評価を行います。

 [教科書]
Jean Aitchison 『Language Change: Progress or Decay?』（CUP）

 [参考書等]
  （参考書）
Beth Levin 『Englsih Verb Classes and Alternations』（The University of Chicago Press.）

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Language Change: Progress or Decay?の予習（全員）及び、プレゼンテーションの準備（担当者）を
お願いします。 レポートは授業終了後に提出することになりますが、その作成方法については、授
業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１００

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中英語散文の言語分析

 [授業の概要・目的]
　The Cloud of Unknowingを読みながら、中英語散文の文体や語法を学びます。

 [到達目標]
　翻訳等を使いながら中英語を講読する力を身に付けます。またミニリサーチを通じて、その研究
の方法を身につけることを到達目標とします。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・The Cloud of Unknowingの講読
・英語の変化に関する論文の講読
・言語調査のための資料についての検討
・学期末に提出するレポートの準備。

 [履修要件]
　履修条件とまではいえませんが、英語学講義（水曜日4時間目開講）を同時に受講すると、より
深く授業内容を理解することができます。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(20%)およびレポート(80%)によって評価を行います。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Tim William Machan 『English in the Middle Ages』（OUP）

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
中英語テキストの予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了
後に提出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１０１

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Seamus Heaney, Door into the Dark演習A

 [授業の概要・目的]
20世紀を代表する英語詩人の一人であるSeamus Heaneyの詩集Door into the Darkを精読することを通
じて、英語による詩について基本的な知識を得ると共に、現代の詩を自力で読めるようになる。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の詩を読むことが出来るようになる。
・詩の暗誦を通じて、英詩のリズムを身につける。

 [授業計画と内容]
　第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行い。併せて、今後の演習の進め方につい
て説明する。

第2-13回　Door into the Darkの精読
Door into the Darkを精読し、内容について討論する。詩ごとの難易度の違いによって、また、担当
者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむ
ね、毎回1篇程度の詩を講読する。講読した詩は、原則として次週に暗誦をする。授業で扱う詩の
選択には受講者の希望も考慮する。

第14回
まとめ。前週の課題である暗誦をした後、Heaneyならびにそれまで扱われた詩全体についての討論
を行う。

フィードバックについては授業中に指示をする。

前期の授業でこの詩集を読み終えることは不可能であるので、後期は前期の終了箇所から開始する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、暗誦40%ならびに討論への参加20%）
にて評価する。暗誦した詩は書いて提出する。

 [教科書]
Seamus Heaney 『Door into the Dark』（Faber & Faber）ISBN:978-0-571-10126-9

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(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]
・辞書を丹念に引きながら、詩のテクストの解釈をした上で授業に臨む。
・授業で扱った詩を次週までに暗誦してくる。

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



西洋文化学系１０２

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Seamus Heaney, Door into the Dark演習B

 [授業の概要・目的]
前期の演習Aに引き続き、Seamus Heaney, Door into the Darkの精読を通じて現代の詩の読み方の基本
を身につけるとともに現代の英語詩についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の詩を読むことが出来るようになる。
・詩の暗誦を通じて、英詩のリズムを身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにDoor into tht Darkの精読
はじめに前期までに読んだ部分のまとめを簡単にした後、テクストの精読を再開する。後期は前期
の終了箇所から開始する。

第2-13回　Door into the Darkの精読
Door into the Darkを精読し、内容について討論する。詩ごとの難易度の違いによって、また、担当
者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむ
ね、毎回一篇を読み進めることになる。

第14回
まとめ。前週の課題である暗誦をした後、Heaneyならびにそれまで扱った詩全体についての討論を
行う。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
原則として前期のDoor into the Dark演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期
からの受講希望者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、暗誦40%ならびに討論への参加20%）
にて評価する。暗誦した詩は書いて提出する。

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
Seamus Heaney 『Door into the Dark』（Faber & Faber）ISBN:978-0-571-10126-9

 [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]
・辞書を丹念に引きながら、詩のテクストの解釈をした上で授業に臨む。
・授業で扱った詩を次週までに暗誦してくる。

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



西洋文化学系１０３

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Willa Cather, A Lost Ladyを読む

 [授業の概要・目的]
　20世紀前半のアメリカ文学における重要作家の一人、Willa Cather (1873-1947)の中期の佳作A 
Lost Lady (1923)を精読する。丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじっ
くり向き合う姿勢を養うことを目的とする。 

 [到達目標]
英語小説読解の精度を高めることを目標とする。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回５ページ程度）。た
だしこのペースでは、ペーパーバックで150ページほどある本作を半期で読み終えることはできな
いので、慣れてきたところで発表形式も取り入れ（授業中に読み切れない範囲について輪番制で簡
単に報告してもらう）読み進むペースを上げる予定。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読 
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる） 
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と期末レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Willa Cather 『A Lost Lady』（Vintage）ISBN:978-0679728870

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



西洋文化学系１０４

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Thornton Wilder, The Bridge of San Luis Reyを読む 

 [授業の概要・目的]
20世紀前半に活躍した小説家・劇作家Thornton Wilder (1897-1975)の小説の代表作、The Bridge of 
San Luis Rey (1927)を精読する。丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじ
っくり向き合う姿勢を養うことを目的とする。 

 [到達目標]
英語小説読解の精度を高めることを目標とする。 

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。
ただしこのペースでは、ペーパーバックで120ページほどある本作を読み終えることはできないの
で、慣れてきたところで発表形式も取り入れ（授業中に読み切れない範囲について輪番制で簡単に
報告してもらう）読み進むペースを上げる予定。 
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読 
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる） 
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と期末レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Thornton Wilder 『The Bridge of San Luis Rey』（Harper Perennial）ISBN:978-0062421104

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



西洋文化学系１０５

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習II)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  4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  The Eminent Victorians 精読

 [授業の概要・目的]
英国モダニズムを代表する文人の一人、伝記作家Lytton Strachey(1880-1932)の代表作The Eminent 
Victorians(1918)を精読する。この授業の目的は文学テクストの精密な読解能力（すなわち、丹念に
辞書を引き一語一語丁寧に考えながら読む力）を養成することにある。また、卒業論文を作成する
ための基礎的な訓練もあわせて行う。

 [到達目標]
英文テクストの読解力を発展させ、アカデミックな論文作成の基礎を理解する。

 [授業計画と内容]
この本には4つの伝記が収録されているが、授業ではそのうちの"The End of General Gordon"をとり
あげる。

第1回～第14回　毎回3ページ（慣れてくればもう少し）読み進める。
フィードバックは、研究室で授業に関連した質問に答える形で行う。

 [履修要件]
後期の英語学英文学演習と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
Lytton Strachey 『The Eminent Victorians』（OUP）ISBN:978-0199555017

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１０６

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習II)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  4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  The Eminent Victorians 精読  

 [授業の概要・目的]
英国モダニズムを代表する文人の一人、伝記作家Lytton Strachey(1880-1932)の代表作The Eminent 
Victorians(1918)を精読する。この授業の目的は文学テクストの精密な読解能力（すなわち、丹念に
辞書を引き一語一語丁寧に考えながら読む力）を養成することにある。また、卒業論文を作成する
ための基礎的な訓練もあわせて行う。  

 [到達目標]
英文テクストの読解力を発展させ、アカデミックな論文作成の基礎を理解する。  

 [授業計画と内容]
この本には4つの伝記が収録されているが、授業ではそのうちの"The End of General Gordon"をとり
あげる。 

第1回～第14回　毎回3ページ（慣れてくればもう少し）読み進める。 
フィードバックは、研究室で授業に関連した質問に答える形で行う。

 [履修要件]
前期の英語学英文学演習と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
Lytton Strachey 『The Eminent Victorians』（OUP）ISBN:978-0199555017

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１０７

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス短編小説精読

 [授業の概要・目的]
Arthur Conan Doyle, "The Hound of the Baskervilles"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面
白さを知ってほしい。

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回～第14回　毎回ペーパーバックで2ページ程度分読み進める。 
フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１０８

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  二十世紀英国演劇講読

 [授業の概要・目的]
Noel Coward (1899-1973)が書いた一幕劇のひとつである、Shadow Play(1936年初演)の精読を通じて、
英国の演劇テクストの読み方の基本を身につけるとともに英国演劇と演劇言語についての理解を深
めることを目指す。

 [到達目標]
・台詞とト書きからなる演劇テクストの特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行う。併せて、今後の授業の進め方につい
て説明する。

第2-14回　Shadow Playの精読
Shadow Playを精読し、内容について討論する。場毎の難易度の違いによって、また、担当者の習熟
度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむね、50-
100行程度を読み進めることになる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%、討論への参加30%）にて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

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



西洋文化学系１０９

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ短編小説精読

 [授業の概要・目的]
19世紀アメリカを代表する作家Edgar Allan Poeの短編を精読する。

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
毎回ペーパーバックで2ページ程度分読み進める。 

第1～2回　The Tell-Tale Heart
第3～8回　The Black Cat
第9～14回　The Fall of the House of Usher

フィードバックは、研究室で授業関連の質問に答える形でおこなう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。   

（その他（オフィスアワー等））
月曜　14.15～15.15

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１１０

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

佛教大学　　　　　　　
文学部英米学科 准教授 メドロック　麻弥

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokovの短編を読む

 [授業の概要・目的]
Vladimir Nabokov(1899-1977)の書いた短編を精読する。細部まで精巧に作られたNabokovの文章を、
正確に、丁寧に読み解くことをこの授業の目的とする。輪読形式で授業を進めるので、各自予習を
して授業に臨んでください。 

 [到達目標]
・文学作品を一語一語正確に、かつクリエイティブに読む力がつく。 
・作品を読み解くことを通して、論理的思考力が身につく。 

 [授業計画と内容]
第1回　導入　
第2回～第15回　作品精読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への日々の取り組み（５０点）
最終レポート（５０点）

 [教科書]
後日、テキストをファイル形式で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回２－３ページほど読み進む予定ですので、辞書をしっかり引きながら、必ず予習をして授業に
臨んでください。

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



西洋文化学系１１１

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。

 [授業計画と内容]
テキストに収められた作品を一つ一つ丹念に精読する。
本年度前期は、ウィリアム・ワーズワス（1770-1850）の自伝的叙事詩『序曲』を取り上げる。
第1回：導入。どの部分を読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、50～80行程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験（60点）の成績に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
William Wordsworth 『The Prelude: 1799, 1805, 1850』（Norton Critical Editions）ISBN:039309071X

 [参考書等]
  （参考書）
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、英詩を読む上で必要な基礎的事実について解説をする予定なので、受講を希
望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１１２

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。

 [授業計画と内容]
テキストに収められた作品を一つ一つ丹念に精読する。
本年度後期は、前期に引き続き、ウィリアム・ワーズワス（1770-1850）の自伝的叙事詩『序曲』
を読む。
第1回：導入。どこから読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、50～80行程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験（60点）の成績に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
William Wordsworth 『The Prelude: 1799, 1805, 1850』（Norton Critical Editions）ISBN:039309071X

 [参考書等]
  （参考書）
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（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。



西洋文化学系１１３

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国人実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English  Part I

 [授業の概要・目的]
This class aims to provide students with the necessary skills to explain in English various aspects of Kyoto's 
cultural heritage and how it is being preserved.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters of the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class. Topics in the 
spring will include Shinto shrines, Buddhist temples, festivals, visual arts, and so on. 
Students will be required to make two short class presentations on selected aspects of Kyoto's cultural 
heritage, and to participate actively in class discussion.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/backissues/kj-70/  (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）
Clancy, Judith 『Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital』（Stone Bridge Press）ISBN:978-1- 
933330-64-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

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



西洋文化学系１１４

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国人実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II

 [授業の概要・目的]
This class aims to provide students with the necessary skills to explain in English various aspects of Kyoto's 
cultural heritage and how it is being preserved.  

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters from textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class. Topics in the fall 
will include traditional architecture and its preservation, visual and performing arts, traditional crafts, 
Japanese cuisine, and so on.
 Students will be required to make two short class presentations on selected aspects of Kyoto's cultural 
heritage, and to participate actively in class discussion.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）（http://kyotojournal.org/
backissues/kj-70/ (digital issue also available)  ）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）
Clancy, Judith 『Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital』（Stone Bridge Press）ISBN:978-1- 
933330-64-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

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



西洋文化学系１１５

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国人実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  The Japanese Short Story in English: Studies in Translation

 [授業の概要・目的]
This course will focus on the art and practice of translation through an examination of English-language 
translations of acclaimed modern Japanese short stories. Students will have the opportunity to analyze these 
works and study the techniques used by leading translators in the field.  

 [到達目標]
Students will become familiar with basic techniques of literary analysis and use the skills acquired in the 
class in order to both evaluate and appreciate English translations of Japanese literature. 

 [授業計画と内容]
Students will be required to read, analyze, and respond to English translations of masterpieces of short fiction 
and to compare and contrast them with the Japanese originals. 

At its most basic level this class is a “reading course” in literature in English. Students will generally have 
two weeks for each reading. Students should maintain a notebook in which they attempt a literary analysis 
and record a personal response to each work. The analysis and response will be the basis for an examination 
of the translation and for class discussions. 

In addition to the notebook, there will be either a group or individual translation project. Individual students 
will be responsible for producing either a complete translation of a single short work or one portion of a 
longer work as part of a collective translation of a previously untranslated work of Japanese literature.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the basis of attendance (20%), performance in classroom activities (20%), 
completion of a notebook (40%), and the quality of a translation project (20%).

 [教科書]
使用しない
There is no textbook required. The instructor will provide readings in English and Japanese every two weeks. 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class.

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



西洋文化学系１１６

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国人実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  The American Short Story in Japanese: Studies in Translation

 [授業の概要・目的]
As in the spring offering, this course will focus on the art and practice of translation, but in this semester we 
will be examining Japanese-language translations of acclaimed modern American short stories. Students will 
have the opportunity to analyze these works and study the techniques used by leading translators in the field.  

 [到達目標]
Students will become familiar with the basic techniques of literary analysis and use the skills acquired in the 
class to both evaluate and appreciate translations of literature from Japanese to English.

 [授業計画と内容]
Students will be required to read, analyze, and respond to masterpieces of short American fiction and to 
compare and contrast them with the Japanese translations. 

At its most basic level this class is a “reading course” in literature in English. Students will generally have 
two weeks for each reading. Students should maintain a notebook in which they attempt a literary analysis 
and record a personal response to each work. The analysis and response will be the basis for an examination 
of the translation and for class discussions. 

In addition to the notebook, there will be a group or individual translation project. Students will be asked to 
produce either a translation of a portion of a previously untranslated work of English or American literature.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the basis of attendance (20%), performance in classroom activities (20%), 
completion of a notebook (40%), and the quality of a translation project (20%).

 [教科書]
使用しない
There is no textbook required. The instructor will provide readings in English and Japanese every two weeks. 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
No special preparation is required for participation in the course. 

（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。



西洋文化学系１１７

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも屈指の名作と評価されるF. Scott FitzgeraldのThe Great Gatsby（
1925年）を精読し、作品解釈を試みる。

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
　The Great Gatsbyは、アメリカ文学のみならず世界各国でFitzgeraldの名声を確立した小説である。
出版以来さまざまな解釈がなされてきたが、いまだに読者を魅了し続けている。
　授業では、毎回１章かそれ以上を読解する。豊富な視覚資料も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
F. Scott Fitzgerald 『The Great Gatsby (Penguin Modern Classics) 』（Penguin）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13:00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡された
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１１８

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学の名作を精読する

 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学の中でも名作The Great Gatsby(1925年）によって特異な地位を占める作家F.
Scott Fitzgeraldのいくつかの短編小説を精読し、作品解釈を試みる。 

 [到達目標]
　現代アメリカ文学の作品をある程度の速さで読み進む力を養う。作品を自分なりに解釈する能力
を高める。

 [授業計画と内容]
F. Scott Fitzgeraldのたくさんの短編小説の中から、"The Ice Palce"(Flappers and Philosophers収録）、
"The Jelly-Bean"(Tales of the Jazz Age収録）、"Babylon Reviosited"(Taps at Reveille収録）などを読む。

　授業では、毎回数ページを精読する。視覚資料も随時使用する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）とレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
　授業中にテキストをハンドアウトの形で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
積極的に資料・文献を収集することが期待される。

（その他（オフィスアワー等））
　オフィスアワーは、火曜２時限、火・金曜12:00～13:00。事前にn-mustache@nifty.comに連絡され
たい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１１９

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Adaptation & Appropriation

 [授業の概要・目的]
Julie Sanders, Adaptation and Appropriationを教科書にして、adaptationとappropriationという相互に関
連する概念とこれらに関する批評理論について検討する。

 [到達目標]
・文学・文化研究の手段としてのadaptationとappropriationについての知識を習得する。
・これらの概念と理論をテクスト分析に使うことができるようになる。

 [授業計画と内容]
上記教科書のIntroductionと1-5章を授業では扱う。

第1週　教科書の紹介と、adaptation, appropriationという概念の概要の紹介。

第2 - 14週
Introductionと1-5章の解説。導入部分で用語の説明をした後、教科書に出てくる具体例に基づいて、
adaptationとappropriatonのあり方を検討していく。

教科書で扱われている作品は多岐に渡るので、その全てを読んだり見たりすることは求めないが、
そのうちの幾つかには実際に触れてみることが要求される。

受講者が持つ予備知識によって進度は変化するので、以下はおおよその予定である。

第2週　Introduction
第3-5週　第1-2章
第6-8週　第3章
第9-11週　第4章
第12-14週 第5章

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各章の解説が終わるごとに提出を求めるレポートにより評価する。レポートの詳細については授業
の中で指示をするが、当該章の内容について、各人が選んだ英米文学作品に即して具体的に論じた
内容のレポートを求める予定でいる。

 [教科書]
Julie Sanders 『Adaptation and Appropriation (The New Critical Idiom) 2nd edition』（Routldge）ISBN:
978-1138828995（First editionを所持している場合は、そちらでも構わない。）

 [参考書等]
  （参考書）
Linda Hutcheon 『A Theory of Adaptation, 2nd edition』（Routledge）ISBN:978-0415539388

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前には、丹念に辞書を引いて教科書を読み、その内容を把握することが求められる。授業後に
は、教科書に書かれた内容を実際の作品について考察し、レポートとして提出することが求められ
る。

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



西洋文化学系１２０

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史小説について   

 [授業の概要・目的]
英文学史においては、歴史小説はウォルター・スコットによって創出されたとされる。この授業で
は、このジャンルに属する有名なイギリスの小説をいくつか（アメリカと日本の例も加えて）具体
的に検討し、歴史小説の理論にも触れつつ、このジャンルにかかわる諸問題を考察する。  

 [到達目標]
歴史小説に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2～3回　Walter Scott; Waverly, Ivanhoe
第4～5回 Charles Dickens; Barnaby Rudge, A Tale of Two Cities 
第6回 Robert Louis Stevenson, The Master of Ballantrae　 
第7回　Robert Graves, I Claudius 
第8回 John Fowles, The French Lieutenant's Woman 
第9回 Hilary Mantel, Wolf Hall 
第10回　Margaret Mitchell, Gone with the Wind
第11回　森鴎外、遠藤周作
第12～14回　歴史小説の理論 

フィードバックは、研究室で授業に関連する質問に答える形で行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末レポートによって評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
望まれる予習、復習については授業中に説明する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１２１

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や、近刊の論文集を中心とし、受講者各
自の興味関心に応じ、英語論文を各回1本ずつ取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内
容について、全員でディスカッションを行う。論文の担当は、初回授業で割り当てる。1本の論文
（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する予定。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



西洋文化学系１２２

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。  

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



西洋文化学系１２３

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 里内　克巳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『トム・ソーヤーの冒険』を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカの作家Mark Twain(1835-1910)の代表作_The Adventures of Tom Sawyer_ (1876)を精読しつつ、
トウェインの主要作品・生涯と時代背景を理解する。

 [到達目標]
●英語で書かれた小説を精読＝通読し、文体上の特徴、叙述の進め方、レトリック上の工夫などに
ついて説明できる。
●文学者トウェインの主要作品を実人生と関連づけながら説明できる。
●南北戦争後の19世紀アメリカ文学史の概略や、同時期の青少年向けの物語作品の系譜について説
明できる。
●読んだ英文の内容や、読むことを通して得た洞察や問題意識を、分かりやすくかつ効果的に他の
人に伝え、共有することができる。

 [授業計画と内容]
この授業では、_Adventures of Huckleberry Finn_(1885)と共にマーク・トウェインが書いた小説の中
で最もよく知られた作品である_The Adventures of Tom Sawyer_を取り上げる。ペーパーバック版に
して約260頁の分量がある作品だが、これを毎回およそ20～25頁程度のペースで読み進め、学期中
に読み切る。毎回の授業では、割り当てられた章の内容について受講者全員に質問しつつ確認を行
なった後、細部の検討や解釈に関する意見交換へと移る。これが授業の中心的な活動となるが、同
時に他のトウェイン作品――特に本小説の続編的性格を持つ一連の作品群――との関連や、19世紀
における子供向けの文学ジャンルの形成過程などに関して、教員が受講者に説明を行なっていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80点＋学期末レポート20点により評価する。
平常点とは、出欠・発表・授業参加の仕方を総合したもので、基本的に減点法で評価を行う。学期
末レポートについては、授業が半分まで進んだ６月に詳細を通知するが、授業での学びを振り返る
と共に、自身で調べ考察したことを盛り込むようなエッセイ・ライティング（日本語ないしは英語）
の課題となる予定である。

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Mark Twain  『The Adventures of Tom Sawyer』（Modern Library）ISBN:978-0-37-5756818
上記の本をテキストとして使用する。それ以外の参考書・文献は授業時に適宜紹介される  

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://bancroft.berkeley.edu/MTP/ (カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館が運営してい
る“Mark Twain Papers & Project”)

 [授業外学習（予習・復習）等]
上述したように、毎回の授業では、平均して20～25ページ程度のペースで上記のテキストを読み進
めていく。指定された範囲をあらかじめきちんと読み、自分なりに理解したうえで授業に臨むのが
大前提となる。英語を読み慣れない受講者の場合、おそらく１回の授業につき６時間前後（あるい
はそれ以上）の準備時間が必要になるので、毎週の授業外での学習計画をよく考えて立てる必要が
ある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けられていない。授業時間外で質問・相談したいことがあれば、電子メールで
連絡できる。　 
　satouchi@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１２４

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部　准教授 藤井　光

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  死者たちの現代アメリカ文学  

 [授業の概要・目的]
文学の根本命題の一つとして、「死者」とどのような関係を取り結ぶか、という問題があり、現代
文学もその問いと無縁ではない。戦争から経済問題まで、さまざまな局面で文学作品に登場する「
死者」を主題として、現代アメリカ作家を中心とする短篇小説を読むことで、生者が物語を語るこ
とにどのような意味があるのかを検討する。  

 [到達目標]
「死者」を描くことが、生者の現在のアイデンティティを問うことになるという出発点を共有した
うえで、各物語において問題化されている「死者」とは何を描こうとしているのかを理解できるよ
うになること。さらには、現在において語られる物語が、蘇らせられる過去にどのような態度を見
せているのかを理解できるようになること。  

 [授業計画と内容]
一人の作家に一週を割く。 
第一回 イントロダクション 
第二回 Tim O'Brien "The Lives of the Dead" 
第三回 Raymond Carver, "So Much Water So Close to Home" 
第四回 Tamas Dobozy, "The Encirclement" 
第五回 Rebecca Makkai, "The Worst You Ever Feel" 
第六回 Laura van den Berg, "Antarctica " 
第七回 Adam Johnson, "Nirvana" 
第八回 Daniel Alarcon, "The Bridge" 
第九回 Louise Erdrich, "Domain" 
第十回 Aya Rabah, "Scars" 
第十一回 Hassan Blasim, "The Army Newspaper" 
第十二回 Steven Millhauser, "Phantoms" 
第十三回 Manuel Gonzales, "Life on Capra II" 
第十四回 レポート作成にあたっての質疑 
第十五回 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点70%(各作品についての発表およびディスカッションを評価する)、期末レポート30%(英文・
和文どちらでも可)。レポートの内容については授業時に指示する。

 [教科書]
適宜プリントを配布する。  

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、疑問点などを整理してくること。  

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１２５

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部 出口　菜摘

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英米詩を読む

 [授業の概要・目的]
このクラスの目的は、英米詩の読解を通じて、言葉の性質やその働きについての理解を深めること
である。特に以下の3点にテーマを絞り、作品を考察する。①「見る」ことのメタファー②作品に
描かれる「目」と「視線」③女性詩人によるヴィジョンの見直し。これら３点について、作品のテ
ーマや詩人の伝記的背景、当時の社会状況を踏まえて考える。取り上げる作品は小テーマごとで年
代順ではない。

 [到達目標]
目"eye"（認識、理解、眼差、世界観、「私」）に焦点をあてて英米詩を読むことで、言葉の働きに
ついての理解を深める。

 [授業計画と内容]
１．Introduction 
２．Ralph Waldo Emerson
３．William Wordsworth 
４．Walter Whitman
５．William Shakespeare 
６．John Donne
７．John Donne 
８．Emily Dickinson  
９．Emily Dickinson 　 
10．H. D.
11．Sylvia Plath
12．Adrienne Rich
13．Adrienne Rich
14．Anne Sexton 
15. Review

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
初回授業でプリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品を精読し、問題点や全体のテーマについて自分の考えをまとめておくこと  

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



西洋文化学系１２６

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(1)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　英語以前(1)  インド・ヨーロッパ語としての英語
第3回　英語以前(2)  ゲルマン語としての英語
第4回　古英語文法概観
第5回～　原典テキストの講読
　・聖書（新約・旧約）
　・年代記
　・Ælfricの散文入門

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１２７

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古英語入門(2)

 [授業の概要・目的]
古英語の入門書として定評のある_Sweet's Anglo-Saxon Primer_ (9th edition 1953)を手掛かりに、古英
語の文法の修得、散文テキストの精読をめざします。（前期からの継続）

 [到達目標]
この授業は、

・古英語の文法にかかわる基本的な事項（音韻・形態・語彙・統語等）を学ぶだけでなく、インド
・ヨーロッパ語としての英語、ゲルマン語の一つとしての英語という視点から英語の諸特徴を考察
すること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

・語形変化表とグロッサリーと想像力を駆使しながら、原典テキストを読み解けるようになること

を目標にします。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　原典テキストの講読
　・Ælfricの散文（King Edmund他）
　・初期West-Saxon方言のテキスト
　・West-Saxon方言以外のテキスト

※進捗状況に応じて、新たな材料を追加することがあります。

※「特殊講義」ですが、基本的に講読の形態で授業を行いますので、受講者には事前の準備が求め
られます。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価します。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明しますの
で、受講を考えている人は必ず出席してください。

 [教科書]
Norman Davis (rev.) 『Sweet's Anglo-Saxon Primer 9th ed.』（Oxford University Press）ISBN:978-
0198111788

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
第1回目の授業で参考文献のリストを配布します。   

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要があります。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求されます。
・「英語」とは言っても、新しい外国語を学ぶのと同じなので、むやみに欠席すると授業について
行けなくなります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１２８

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  サミュエル・ジョンソン『ラセラス』と地理学的想像力

 [授業の概要・目的]
　サミュエル・ジョンソンの『ラセラス』(1759)は主人公ラセラスがアビシニア(エチオピア）の「
幸福の谷」を出奔して旅する中で「人生の選択」を行う物語である。ジョンソン唯一の小説である
本作は日本では明治時代から読み継がれてきた。本講義は本作を精読すると共に、ジョンソンの他
の旅行記（『スコットランド西方諸島の旅』など）を参照しながら、その地理学的想像力を解き明
かすことを目的とする。 

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。本講義では、『ラセラス』を例に、このよう
な読みを試みることで、基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。  

 [授業計画と内容]
　『ラセラス』は短い作品なので、１学期に全作を精読する。ページ数を授業回数で割って着実に
進んでいく。適宜ジョンソンの他の作品も参照する。講義であるから受講生を授業中に指名して意
見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、質
問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

 [教科書]
Samuel Johnson 『The History of Rasselas: Prince of Abissinia』（Oxford Univ Pr (T); Reprint版 (2009/06)）
ISBN:978-0199229970

 [参考書等]
  （参考書）
無し

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。 

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



西洋文化学系１２９

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部　准教授 LAMBERT， Raphael

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  African American Literature: Ralph Ellison's Invisible Man (1952)  

 [授業の概要・目的]
Ralph Ellison's Invisible Man (1952) holds an enviable place in the pantheon of world literature. In this 
course, we will consider the novel in the context of African American history (e.g., the legacies of slavery), 
culture (e.g., the influence of jazz and religion), and literary tradition (e.g., the debt to slave narrative). We 
will also expand our analysis toward key topics such as existentialism, psychoanalysis, and Marxism, and 
explore motifs as varied as invisibility, urbanization, and modern segregation. The ultimate objective of this 
course is for students to understand the essential role African American literature and culture play in the 
United States.   

 [到達目標]
The purpose of the course is to help students hone their analytical skills. Through a close reading of Ellison's 
seminal text, students will write weekly responses in which they demonstrate their ability to develop a 
convincing argumentation. While the course emphasizes methodology, it really aims for students to create 
their own knowledge of the text so as to become proficient readers and thinkers.   

 [授業計画と内容]
Week 1: General Introduction on Ralph Ellison 
Week 2: Main Themes in Invisible Man + Short excerpt practice 
Week 3: Response Writing Methodology + practice 
Week 4-5: Prologue (weekly responses) 
Week 6-10: Chapter 1 - 11 (weekly responses) 
Week 11-14: Chapter 12 - 23 (weekly responses) 
Week 15: Epilogue

 [履修要件]
Attendance is compulsory. 
No more than 3 absences are tolerated. 
Tardiness is not an option. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
The course will be entirely based on weekly responses and in-class participation. 

A response is about 300-350 words in length. 

In-class participation: 30% 
Weekly responses: 70%

 [教科書]
Ralph Ellison 『Invisible Man (1952)』（Penguin Modern Classics, 2001）ISBN:ISBN-10: 0141184426 （
Available in paperback version on Amazon.jp for about 1,905 yen）

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly reading assignment: about 30 pages. 
Responses: based on the weekly reading assignment. 
Preparation time will depend on each student. 
estimate reading + response writing: 2-3 hours per week. 
Response writing implies: reading + brainstorming + outlining + writing + proofreading.  

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



西洋文化学系１３０

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, and particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

 [到達目標]
Our goal is to achieve a marked improvement in the writing skills of each student in the class. 

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be composed of three sessions during which various skills necessary for 
writing cogently in English will be addressed. Each class will open with a warm-up session devoted to 
practical exercises that are designed to review the basic grammar and usage required for effective writing. 

In the second session of each class, the instructor will introduce a brief reading pertinent to the goals of the 
class. These readings will generally be excerpts of film or literary criticism, or newspaper columns and 
reviews concerned with language, writing and the arts. Students will be asked to read, analyze, and discuss 
these examples in class. These readings will serve as models for later student efforts and will provide students 
an opportunity to examine how sophisticated arguments are structured and facts are presented.
 
The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing exercises. Students will be assigned specific writing tasks each week. Students may, 
however, choose to work on revising previously completed writing or works in progress in place of the topics 
assigned by the instructor.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).

 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

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



西洋文化学系１３１

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, and 
particularly those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays 
such those characteristic of literary criticism. 

 [到達目標]
Our goal is to achieve marked improvement in the writing skills of each student in the class. 

 [授業計画と内容]
This course is intended primarily for students who have previously composed academic papers in English and 
wish to polish their early work or to embark on new writing projects. The structure of individual class 
sessions will resemble those in the spring elementary course.  

Each meeting of the class will be composed of three sessions during which techniques required for writing 
cogently in English will be addressed. The first portion of the class will begin with a session devoted to 
reading and analysis of a superior example of writing by a well-known author. These readings will serve as 
models for student efforts and will provide students an opportunity to examine how sophisticated arguments 
are structured and facts are presented. 

The second portion will focus on building appropriate vocabulary for academic writing in the humanities and 
distinguishing levels of formality in written language.

The third portion of the class will operate as a workshop for honing writing skills. Students will spend this 
final period on writing projects of their own choosing. Students will receive individual guidance on revising 
and editing previously submitted passages of their writing.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the degree of participation in in-class assignments (40%) and quality of 
additional written work (60%).

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
Students are not required to purchase a textbook for the course. The instructor will provide materials on a 
weekly basis.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

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



西洋文化学系１３２

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （１） 

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。 

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。   

 [到達目標]
During the first semester, we look at Larkin's poetic technique in comparison with Hardy, learning to 
recognize key features of their diction, prosody and style. What makes these poets unique? How do they 
differ from each other?  

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER 

[1] course introduction 

[2] Thomas Hardy, 'The Selfsame Song' (1922), and Philip Larkin, 'The Trees' (1967) 

[3] Philip Larkin, 'Home Is So Sad' (1964) and Thomas Hardy, 'At the Piano' (1917) 

[4] Thomas Hardy, 'An August Midnight' (1899) and 'During Wind and Rain' (1917) 

[5/6] Philip Larkin, 'The Whitsun Weddings' (1957) 

[7] Philip Larkin, 'The Mower' (1979) and Thomas Hardy, 'The Blinded Bird' (1916) 

[8] Thomas Hardy, 'Neutral Tones' (1867) 

[9] Philip Larkin, 'Wild Oats' (1963) 

[10] Dylan Thomas, 'Do Not Go Gentle Into That Good Night' (1937) 

[11] Thomas Hardy, 'Drummer Hodge' (1899) and Philip Larkin, 'MCMXIV' (1960) 

[12] Philip Larkin, 'For Sidney Bechet' (1956) 

[13] Thomas Hardy, 'The Darkling Thrush' (1900) 

アメリカ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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[14] Philip Larkin, 'This Be The Verse' (1971) and Robert Louis Stevenson, 'Requiem' (1887) 

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間課題（25％）、および学期末試験（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful. 

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。 

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１３３

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  イギリス詩を読む：Larkin と Larkin の先祖 （2） 

 [授業の概要・目的]
戦後イギリス詩を代表する Philip Larkin (1922-85) を生み出した文学的背景について検討してみる。
T.S. Eliot などに代表されるモダニズムとは一線を分かつ Larkin は、どのような詩的影響の下にあっ
たのだろうか。19世紀末より活躍していた Thomas Hardy (1840-1928) の影響はしばしば指摘される
ところだが、Larkin の詩を精読すれば、16世紀にまで遡る詩的な響きが様々な形で聞こえてくる。 

本科目では、Larkin および Larkin の詩的先祖の考察を通して、poetic influence（詩的影響）を検証
しつつ、イギリス詩に対する新たな視野を広げてみたい。   

 [到達目標]
During the second semester, we broaden our study of poetic presences within Larkin's poetry to look at poets 
as diverse as Marvell, Betjeman and Auden. The focus of the course is less on technical analysis and more on 
historical and thematic appreciation with a 3,000 word essay to be written at the end. What is Larkin's place 
in the English poetic tradition, and what (if anything) is he telling us? 

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER 

[1] extract from Kingsley Amis, 'Lucky Jim' (1954) 

[2] Donald Davie, 'Autumn Imagined' (1963) and Kingsley Amis, 'Wasted' (1973) 

[3] W.B. Yeats, 'The Dawn' (1916) and Philip Larkin, 'Dawn' (1945) 

[4] Philip Larkin, 'An Arundel Tomb' (1956) 

[5] W.H. Auden, 'September 1, 1939' (1939) 

[6] interview with Philip Larkin, 'The Art of Poetry' ('The Paris Review', 1982) 

[7] Philip Larkin, 'Sad Steps' (1968) and Philip Sidney, Sonnet 31, 'Astrophel and Stella' (circa 1581) 

[8] Philip Larkin, 'Aubade' (1977) 

[9] Andrew Marvell, 'To His Coy Mistress' (circa 1649) 

[10] Philip Larkin, 'Deceptions' (1950) and William Shakespeare, Sonnet 129 (1609) 

[11] John Betjeman, 'Slough' (1937) 

[12] Philip Larkin, 'Going, Going' (1972) 
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[13] Carol Ann Duffy, 'Anne Hathaway' (1999) 

[14] Philip Larkin, 'Born Yesterday' (1954) 

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間レポート（25％）、および学期末レポート（50％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poetry of Philip Larkin is required, although knowledge of English literary history and experience of reading 
English poetry are certainly helpful.  

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。 

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１３４

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  歴史社会言語学入門

 [授業の概要・目的]
　Historical Sociolinguistics（Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg編）等の研究書および論文
を読みながら、英語の史的変化と社会の関係を議論します。  

 [到達目標]
　英語史のなかでも比較的変動が大きかった初期近代英語期（1500年～1700年頃）を中心に具体例
を取り上げ、言語変化には言語内的要因ばかりでなく言語をとり巻く社会環境が影響することを理
解します。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・指定した参考図書（主に図書館のものを利用）及び論文の講読
・言語調査のための資料についての検討
・テーマごとに1名以上からなるグループによるプレゼンテーション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(70%)、簡易なレポート(30%)によって評価を行います。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Terttu Nevalainen & Helena Raumolin-Brunberg（編） 『Historical Sociolinguistics』（Longman）
高田博行, 渋谷勝己, 家入葉子編著 『歴史社会言語学入門―社会から読み解くことばの移り変わり』
（大修館書店）
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  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　プレゼンテーションは集中講義期間内に、レポートは授業終了後に提出することになります。プ
レゼンテーションの準備を短時間で行うことが必要になりますので、期間中はできるだけ集中して
授業の準備をする時間を確保するようにしてください。
 

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１３５

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　　　
人文社会系研究科 名誉教授 柴田　元幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学紹介 

 [授業の概要・目的]
現代アメリカの文学作品を講読し、アメリカ文学全般に関する講義を聴き、ワークショップで翻訳
等を実践する。 

 [到達目標]
現代アメリカ文学を広い文脈で考える習慣を身につける。

 [授業計画と内容]
１　講義（現代アメリカ文学概論） 
２　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）１ 
３　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）１ 
４　講義（アメリカ文学全般特殊講義）１ 
５　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）２ 
６　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）２ 
７　ワークショップ１ 
８　講義（アメリカ文学全般特殊講義）２ 
９　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）３ 
10　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）３ 
11　ワークショップ２ 
12　講義（アメリカ文学全般特殊講義）３ 
13　現代アメリカ文学短篇小説講読（精読）４ 
14　現代アメリカ文学短篇小説講読（ディスカッション）４ 
15　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
人数が少なければ、100%授業参加度で評価する。 
人数が多ければ、小テスト、小レポート等、適宜考える。

 [教科書]
授業開始数週間前にテキストを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業開始数週間前に配布されるテクストを読んでくる。  

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



西洋文化学系１３６

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(特殊講義)
American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Johan van der Auwera

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  English as a Germanic Language

 [授業の概要・目的]
The course focusses on the properties that set English apart from its Germanic sister languages, primarily, but 
not exclusively, the West Germanic languages German and Dutch.  More generally, it will illustrate the field 
of contrastive linguistics, its methodology, and its relation to the linguistics of just one language and to 
typology, and it will thus be relevant for the study of other groups of languages too. The focus is synchronic 
but for some aspects of the variation within Germanic a diachronic perspective is essential. The course will 
proceed as a critical reading of sections of a classic in the field of contrastive linguistics, viz. Hawkins, John 
A. (1986) A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. London: Croom Helm. 
This book uses the generative terminology and framework in the mid-eighties, but it is sufficiently descriptive 
and it allows a modern non-generative reader to abstract from the outdated and/or generative details. 
Following the outline of this book, the course deals with nominal morphology, basic word order, syntactic 
and semantic functions, raising and other dislocation structures and the positioning of the verb.

 [到達目標]
The goals of the course are the following:
1. To introduce the student to the field of contrastive linguistics, with special attention to its relation to 
typology and the linguistics of just one language.
2. To illustrate the close relation between synchronic and diachronic linguistics.
3. To gain an insight in what sets English apart from its closest relatives.
3. To offer training in the critical reading of classic texts.

 [授業計画と内容]
The course consists of 8x90-minute sessions, 2 sessions per day over 4 days. The sessions will consist of 
lectures.

Day 1, Session1: Contrastive linguistics
Day 1, Session 2: Nominal morphology
Day 2, Session 3: Word order freedom
Day 2, Session 4: Grammatical relations
Day 3, Session 5: Raising Extraction and Pied-Piping
Day 3, Session 6: Extraposition
Day 4: Session 7: Verb-second and Verb-first structures
Day 4: Session 8: Written exam
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 [履修要件]
The course requires a fairly good command of spoken and written English. It is crucial to stress that the 
command of Germanic languages other than English is not required. All materials from languages other than 
English will be accompanied by glossing and/or a translation.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
The course requires a fairly good command of spoken and written English. It is crucial to stress that the 
command of Germanic languages other than English is not required. All materials from languages other than 
English will be accompanied by glossing and/or a translation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Hawkins, John A.  『A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. (1986)』（
Croom Helm）
König, Ekkehard & Volker Gast  『Understanding English-German Contrasts. (2012) 』（Schmidt）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course will require advance reading of some of the chapters in Hawkins (1986) as well a preparation of 
in-class presentations.

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



西洋文化学系１３７

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Willa Cather, A Lost Ladyを読む

 [授業の概要・目的]
　20世紀前半のアメリカ文学における重要作家の一人、Willa Cather (1873-1947)の中期の佳作A 
Lost Lady (1923)を精読する。丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじっ
くり向き合う姿勢を養うことを目的とする。 

 [到達目標]
英語小説読解の精度を高めることを目標とする。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回５ページ程度）。た
だしこのペースでは、ペーパーバックで150ページほどある本作を半期で読み終えることはできな
いので、慣れてきたところで発表形式も取り入れ（授業中に読み切れない範囲について輪番制で簡
単に報告してもらう）読み進むペースを上げる予定。 
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読 
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる） 
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と期末レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Willa Cather 『A Lost Lady』（Vintage）ISBN:978-0679728870

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



西洋文化学系１３８

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Thornton Wilder, The Bridge of San Luis Reyを読む

 [授業の概要・目的]
20世紀前半に活躍した小説家・劇作家Thornton Wilder (1897-1975)の小説の代表作、The Bridge of 
San Luis Rey (1927)を精読する。丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじ
っくり向き合う姿勢を養うことを目的とする。

 [到達目標]
英語小説読解の精度を高めることを目標とする。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。
ただしこのペースでは、ペーパーバックで120ページほどある本作を読み終えることはできないの
で、慣れてきたところで発表形式も取り入れ（授業中に読み切れない範囲について輪番制で簡単に
報告してもらう）読み進むペースを上げる予定。 
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読 
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる） 
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と期末レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Thornton Wilder 『The Bridge of San Luis Rey』（Harper Perennial）ISBN:978-0062421104

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



西洋文化学系１３９

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英語の変化

 [授業の概要・目的]
　　Language Change: Progress or Decay?（Jean Aitchison著）を読みながら、現代英語および英語史
全般の変化のメカニズムを議論します。

 [到達目標]
　現代英語そのものが変化していること、現代英語のヴァリエーションの背景に史的な要因が関係
していることを理解し、現代英語を「変動」の視点から観察できるようになることを到達目標とし
ます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・教科書に指定した Language Change: Progress or Decay? の講読。
・英語の変化に関する論文の講読。
・言語調査のための資料についての検討。
・学期末に提出するレポートの準備。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(50%)、レポート(50%)によって評価を行います。

 [教科書]
Jean Aitchison 『Language Change: Progress or Decay?』（CUP）

 [参考書等]
  （参考書）
Beth Levin 『Englsih Verb Classes and Alternations』（The University of Chicago Press.）

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Language Change: Progress or Decay?の予習（全員）及び、プレゼンテーションの準備（担当者）を
お願いします。 レポートは授業終了後に提出することになりますが、その作成方法については、授
業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４０

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中英語散文の言語分析

 [授業の概要・目的]
　The Cloud of Unknowingを読みながら、中英語散文の文体や語法を学びます。

 [到達目標]
　翻訳等を使いながら中英語を講読する力を身に付けます。またミニリサーチを通じて、その研究
の方法を身につけることを到達目標とします。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・The Cloud of Unknowingの講読
・英語の変化に関する論文の講読
・言語調査のための資料についての検討
・学期末に提出するレポートの準備。

 [履修要件]
　履修条件とまではいえませんが、英語学講義（水曜日4時間目開講）を同時に受講すると、より
深く授業内容を理解することができます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(20%)およびレポート(80%)によって評価を行います。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Tim William Machan 『English in the Middle Ages』（OUP）

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
中英語テキストの予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了
後に提出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htmにあります。必要な場合は、
メールでご連絡ください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４１

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Seamus Heaney, Door into the Dark演習A

 [授業の概要・目的]
20世紀を代表する英語詩人の一人であるSeamus Heaneyの詩集Door into the Darkを精読することを通
じて、英語による詩について基本的な知識を得ると共に、現代の詩を自力で読めるようになる。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の詩を読むことが出来るようになる。
・詩の暗誦を通じて、英詩のリズムを身につける。

 [授業計画と内容]
　第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行い。併せて、今後の演習の進め方につい
て説明する。

第2-13回　Door into the Darkの精読
Door into the Darkを精読し、内容について討論する。詩ごとの難易度の違いによって、また、担当
者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむ
ね、毎回1篇程度の詩を講読する。講読した詩は、原則として次週に暗誦をする。授業で扱う詩の
選択には受講者の希望も考慮する。

第14回
まとめ。前週の課題である暗誦をした後、Heaneyならびにそれまで扱われた詩全体についての討論
を行う。

フィードバックについては授業中に指示をする。

前期の授業でこの詩集を読み終えることは不可能であるので、後期は前期の終了箇所から開始する。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、暗誦40%ならびに討論への参加20%）
にて評価する。暗誦した詩は書いて提出する。

 [教科書]
Seamus Heaney 『Door into the Dark』（Faber & Faber）ISBN:978-0-571-10126-9

 [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]
・辞書を丹念に引きながら、詩のテクストの解釈をした上で授業に臨む。
・授業で扱った詩を次週までに暗誦してくる。

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



西洋文化学系１４２

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Seamus Heaney, Door into the Dark演習B

 [授業の概要・目的]
前期の演習Aに引き続き、Seamus Heaney, Door into the Darkの精読を通じて現代の詩の読み方の基本
を身につけるとともに現代の英語詩についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の詩を読むことが出来るようになる。
・詩の暗誦を通じて、英詩のリズムを身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにDoor into the Darkの精読
はじめに前期までに読んだ部分のまとめを簡単にした後、テクストの精読を再開する。後期は前期
の終了箇所から開始する。

第2-13回　Door into the Darkの精読
Door into the Darkを精読し、内容について討論する。詩ごとの難易度の違いによって、また、担当
者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむ
ね、毎回一篇を読み進めることになる。

第14回
まとめ。前週の課題である暗誦をした後、Heaneyならびにそれまで扱った詩全体についての討論を
行う。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
原則として前期のDoor into the Dark演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期
からの受講希望者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、暗誦40%ならびに討論への参加20%）
にて評価する。暗誦した詩は書いて提出する。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
Seamus Heaney 『Door into the Dark』（Faber & Faber）ISBN:978-0-571-10126-9

 [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]
・辞書を丹念に引きながら、詩のテクストの解釈をした上で授業に臨む。
・授業で扱った詩を次週までに暗誦してくる。

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



西洋文化学系１４３

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習II)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  4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  アメリカの短篇小説を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカの現代作家Joyce Carol Oatesが編んだアメリカ短篇小説のアンソロジーを読む。20世紀前半
までのアメリカ文学の全体的なパースペクティヴを獲得するのが授業の主な目的である。なお、卒
業論文作成のための指導も同時に行う。

 [到達目標]
文学テクストを緻密に読み解く力を養うこと。20世紀前半までのアメリカ文学の全体像を掴み直す
こと。卒業論文の作成を着実に進めること。

 [授業計画と内容]
授業においては、Joyce Carol Oatesが編集したアンソロジーをテキストとして、毎週１篇の短篇小説
を読む。扱う予定の作家は、Hawthorne, Poe, Melville, Clemens, James, Jewett, Wharton, Crane, 
Anderson, Faulkner, Wright, Weltyなど。授業の形式としては、あらかじめ発表当番を決めておき、そ
の当番の報告という形を取る。これと並行して、卒業論文作成のための指導を行う。卒業予定者は、
卒業論文のドラフトを次のような段階を踏んで作成すること。 
（１）４月末まで、計画書（扱う作家・作品などについて、日本語でよい）。 
（２）６月末まで、英文５枚。 
なお、ドラフト提出後、それぞれ個人面接による指導を行う。

 [履修要件]
アメリカ文学専修４回生のみ受講可能。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Joyce Carol Oates (ed.) 『The Oxford Book of American Short Stories, 2nd Ed.』（Oxford UP）ISBN:978- 
0199744398

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で扱う作品について綿密な予習をしたうえで授業に臨むこと。同時に、卒業論文の作成
に向けて計画的に努力すること。

（その他（オフィスアワー等））
卒業論文ドラフトについての面接指導の曜日・時間については、受講生と相談の上決定する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４４

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習II)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  4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  アメリカの短篇小説を読む

 [授業の概要・目的]
前期の演習IIに引き続いて、アメリカの現代作家Joyce Carol Oatesが編んだアメリカ短篇小説のアン
ソロジーを読む。20世紀後半におけるアメリカ文学の全体的なパースペクティヴを獲得するのが授
業の主な目的である。なお、卒業論文作成のための指導も同時に行う。

 [到達目標]
文学テクストを緻密に読み解く力を養うこと。20世紀後半のアメリカ文学の全体像を掴み直すこと。
卒業論文の作成を着実に進めること。 

 [授業計画と内容]
授業においては、Joyce Carol Oatesが編集したアンソロジーをテキストとして、毎週１篇の短篇小説
を読む。扱う予定の作家は、Ellison, Jackson, Ozick, Updike, Roth, Proulx, Wolff, O'Brien, King, Erdrich,
 Wallace, Lahiriなど。授業の形式としては、あらかじめ発表担当者を決めておき、その担当者の報
告という形を取る。これと並行して、卒業論文作成のための指導を行う。卒業予定者は、卒業論文
のドラフトを次のような段階を踏んで作成すること。 
（１）９月末まで、英文１０枚。 
（２）１１月末まで、英文１５枚。 
なお、以上の２回のドラフト提出後、それぞれ個人面接による指導を行う。

 [履修要件]
アメリカ文学専修４回生のみ受講可能。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Joyce Carol Oates (ed.) 『The Oxford Book of American Short Stories, 2nd Ed.』（Oxford UP）ISBN:978-
0199744398

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で扱う作品について綿密な予習をしたうえで授業に臨むこと。同時に、卒業論文の作成
に向けて計画的に努力すること。

（その他（オフィスアワー等））
卒業論文ドラフトについての面接指導の曜日・時間については、受講生と相談の上決定する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４５

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読) 
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ短編小説精読 

 [授業の概要・目的]
19世紀アメリカを代表する作家Edgar Allan Poeの短編を精読する。  

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
毎回ペーパーバックで2ページ程度分読み進める。 

第1～2回　The Tell-Tale Heart 
第3～8回　The Black Cat 
第9～14回　The Fall of the House of Usher 

フィードバックは、研究室で授業関連の質問に答える形でおこなう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
月曜　14.15～15.15

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４６

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

佛教大学　　　　　　　
文学部英米学科 准教授 メドロック　麻弥

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokovの短編を読む

 [授業の概要・目的]
Vladimir Nabokov(1899-1977)の書いた短編を精読する。細部まで精巧に作られたNabokovの文章を、
正確に、丁寧に読み解くことをこの授業の目的とする。輪読形式で授業を進めるので、各自予習を
して授業に臨んでください。

 [到達目標]
・文学作品を一語一語正確に、かつクリエイティブに読む力がつく。
・作品を読み解くことを通して、論理的思考力が身につく。

 [授業計画と内容]
第1回　導入　
Nabokovとその作品についての説明　
第2回～第15回 作品精読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への日々の取り組み（５０点）
最終レポート（５０点）

 [教科書]
後日、ファイル形式でテキストを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、２－３ページほど進む予定なので、必ず予習をして（しっかり辞書を引いて）授業に臨んで
ください。

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



西洋文化学系１４７

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス短編小説精読

 [授業の概要・目的]
Arthur Conan Doyle, "The Hound of the Baskervilles"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面
白さを知ってほしい。

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回～第14回　毎回ペーパーバックで2ページ程度分読み進める。
フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１４８

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  二十世紀英国演劇講読

 [授業の概要・目的]
Noel Coward (1899-1973)が書いた一幕劇のひとつである、Shadow Play(1936年初演)の精読を通じて、
英国の演劇テクストの読み方の基本を身につけるとともに英国演劇と演劇言語についての理解を深
めることを目指す。

 [到達目標]
・台詞とト書きからなる演劇テクストの特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行う。併せて、今後の授業の進め方につい
て説明する。

第2-14回　Shadow Playの精読
Shadow Playを精読し、内容について討論する。場毎の難易度の違いによって、また、担当者の習熟
度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむね、50-
100行程度を読み進めることになる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%、討論への参加30%）にて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

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



西洋文化学系１４９

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。

 [授業計画と内容]
テキストに収められた作品を一つ一つ丹念に精読する。
本年度前期は、ウィリアム・ワーズワス（1770-1850）の自伝的叙事詩『序曲』を取り上げる。
第1回：導入。どの部分を読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、50～80行程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験（60点）の成績に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
William Wordsworth 『The Prelude: 1799, 1805, 1850 』（Norton Critical Editions）ISBN:039309071X

 [参考書等]
  （参考書）
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、英詩を読む上で必要な基礎的事実について解説をする予定なので、受講を希
望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１５０

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。

 [授業計画と内容]
テキストに収められた作品を一つ一つ丹念に精読する。
本年度後期は、前期に引き続き、ウィリアム・ワーズワス（1770-1850）の自伝的叙事詩『序曲』
を読む。
第1回：導入。どこから読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、50～80行程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験（60点）の成績に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
William Wordsworth 『The Prelude: 1799, 1805, 1850』（Norton Critical Editions）ISBN:039309071X

 [参考書等]
  （参考書）
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（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。



西洋文化学系１５１

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国人実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to the Art and Practice of Translation

 [授業の概要・目的]
This course will focus on the art and practice of translation through an examination of English-language 
translations of acclaimed modern Japanese short stories. Students will have the opportunity to analyze these 
works and study the techniques used by leading translators in the field.  

 [到達目標]
Students will become familiar with basic techniques of literary analysis and use the skills acquired in the 
class in order to both appreciate and evaluate English translations of Japanese literature. 

 [授業計画と内容]
Students will be required to read, analyze, and respond to English translations of masterpieces of short fiction 
and to compare and contrast them with the Japanese originals. 

At its most basic level this class is a “reading course” in literature in English. Students will generally have 
two weeks for each reading. Students should maintain a notebook in which they attempt a literary analysis 
and record a personal response to each work. The analysis and response will be the basis for an examination 
of the translation and for class discussions.
 
In addition to the notebook, there will be either a group or individual translation project. Individual students 
will be responsible for producing either a complete translation of a single short work or one portion of a 
longer work as part of a collective translation of a previously untranslated work of Japanese literature.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the basis of attendance (20%), performance in classroom activities (20%), 
completion of a notebook (40%), and the quality of a translation project (20%).

 [教科書]
使用しない
There is no textbook required. The instructor will provide readings in English and Japanese every two weeks. 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

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



西洋文化学系１５２

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国人実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Michael Edward Jamentz

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  The American Short Story in Japanese: Studies in Translation

 [授業の概要・目的]
As in the spring offering, this course will focus on the art and practice of translation, but this semester will be 
examining Japanese-language translations of acclaimed modern American short stories. Students will have 
the opportunity to analyze these works and study the techniques used by leading translators in the field.  

 [到達目標]
Students will be familiar with basic techniques of literary analysis and use the skills acquired in the class to 
both evaluate and appreciate the translations of literature from English to Japanese. 

 [授業計画と内容]
Students will be required to read, analyze, and respond to masterpieces of short American fiction and to 
compare and contrast them with the Japanese translations.

At its most basic level this class is a “reading course” in literature in English. Students will generally have 
two weeks for each reading. Students should maintain a notebook in which they attempt a literary analysis 
and record a personal response to each work. The analysis and response will be the basis for an examination 
of the translation and for class discussions. 

In addition to the notebook, there will be a group or individual translation project. Students will be asked to 
produce either a translation of a portion of a previously untranslated work of English or American literature.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will be evaluated on the basis of attendance (20%), performance in classroom activities (20%), 
completion of a notebook (40%), and the quality of a translation project (20%).

 [教科書]
使用しない
There is no textbook required. The instructor will provide readings in English and Japanese every two weeks. 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
There is no special preparation required for participation in the class. 

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



西洋文化学系１５３

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国人実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English  Part I

 [授業の概要・目的]
This class aims to provide students with the necessary skills to explain in English various aspects of Kyoto's 
cultural heritage and how it is being preserved.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters from the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class. Topics in the 
spring will include Shinto shrines, Buddhist temples, festivals, visual arts, and so on.
Students will be required to make two short class presentations on selected aspects of Kyoto's cultural 
heritage, and to participate actively in class discussion.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）（http://kyotojournal.org/
backissues/kj-70/  (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）
Clancy, Judith 『Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital』（Stone Bridge Press）ISBN:978-1- 
933330-64-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

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



西洋文化学系１５４

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国人実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 外人実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II

 [授業の概要・目的]
This class aims to provide students with the necessary skills to explain in English various aspects of Kyoto's 
cultural heritage and how it is being preserved.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters from the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class. Topics in the fall 
will include traditional architecture and its preservation, visual and performing arts, traditional crafts, 
Japanese cuisine, and so on.
Students will be required to make two short class presentations on selected aspects of Kyoto's cultural 
heritage, and to participate actively in class discussion.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）（http://kyotojournal.org/
backissues/kj-70/  (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）
Clancy, Judith 『Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital』（Stone Bridge Press）ISBN:978-1- 
933330-64-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

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



西洋文化学系１５５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヴィクトル・ユゴー『ノートル＝ダム・ド・パリ』を読む

 [授業の概要・目的]
1820年代のフランスロマン主義運動において、「歴史」表象は演劇と小説の両ジャンルにとって新
しい創作原理展開の契機となった。本講義では、ロマン主義を牽引した劇作家であるヴィクトル・
ユゴーが１８３１年に発表した歴史小説『ノートル＝ダム・ド・パリ』を、その政治思想、歴史的
視点、演劇的手法、語りの特徴、などの観点から分析し、演劇運動としてとらえられる事の多いロ
マン主義が、１９世紀中葉以降のリアリズム小説の形成にどのように寄与したかを検証する。

 [到達目標]
フランス文学におけるロマン主義の概要を理解し、その美学的価値観や文学的手法がどのように写
実主義小説の作成原理へと展開したかを考察することができる。

 [授業計画と内容]
授業では以下のテーマを取り上げる。　
前期：1　本講義の視座と問題設定　(２～３回)
　　　2. ヴィクトル・ユゴーの文学史的位置づけ　(１～２回）
　　　3.『ノートル＝ダム・ド・パリ』作成の時代背景（１～２回）
　　　4. 作品の概要とテクストの講読　(７～８回）
後期：5. ユゴーの演劇作品と『ノートル＝ダム・ド・パリ』の演劇的構造の比較
　　　　　(５～６回）
　　　6.『ノートル＝ダム・ド・パリ』の語り手の機能(６～７回）
　　　7.まとめと総括

 [履修要件]
フランス語初級を修了していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



西洋文化学系１５６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ルソーの『新エロイーズ』を読む

 [授業の概要・目的]
『新エロイーズ』はルソーの代表作の一つであるとともに、18世紀フランスのベストセラー小説で
もある。日本では読まれることが少ないが、後世に絶大な影響を与えた作品であり、フランス文学
史を知る上で不可欠な作品でもある。この授業ではこの作品の中からいくつかの書簡を選んで分析
し、この作品を多面的にとらえることをめざす。特に後半では、『新エロイーズ』のいくつかの書
簡と、ルソーの思想との関連を検討する。

 [到達目標]
ルソーにおける思想と文学創造の関連をとらえることを主眼とするとともに、18世紀フランスにお
いて流行した書簡体小説という形式についても考える。

 [授業計画と内容]
１回目に全体の紹介をしたのち、前期は作品前半の書簡を中心に読み、後期は後半の書簡に重点を
置く。参加者による原文の分析（explication de texte）を中心に授業を進める。

 [履修要件]
中級程度のフランス語読解力があることが望ましい。（それ以上に、フランス語の原文を自分で読
むという心構えが必要。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を重視するが、レポートが課されることもある。

 [教科書]
開講時に指示する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中の発表担当者だけでなく、参加者全員が自分で原文を読むことが求められる。

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



西洋文化学系１５７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  17世紀フランス文学における「オネットム」の理念

 [授業の概要・目的]
　17世紀のフランスにおける教養ある社交人の理想型である「オネットム」の理念が形成される過
程、またその意味内容の変遷を研究する。
　社交精神が文学に与えた影響と文学作品による同時代の精神世界の形成への寄与という相互作用
に着目し、文学史と文化史を接合する視点を獲得することを目的とする。
　「オネットム」の理念を理解することはフランス文学およびフランス文化を深く理解する上でき
わめて重要である。
　

 [到達目標]
　イタリアを経由して受容され、実践された人文主義、会話を中心とした社交の作法を通して形成
された「オネットム」の理念とその文化史上の意義（広義の「文学」による社会の洗練＝文明化の
作用）を理解する。また、その理念がキリスト教道徳と折衷されることで変容していく過程を理解
する。
　

 [授業計画と内容]
授業では以下のような問題を扱う予定である。 

第1～第2週　「オネットム」の起源－人文主義の遺産、モンテーニュ
第3～第7週　「オネットム」の形成－オノレ・デュルフェ、バルザック、ニコラ・ファレ、スキュ
デリー嬢
第8～第12週　「オネットム」の理想と批判－モリエール、ラ・フォンテーヌ、ラ・ロシュフーコ
ー、パスカル、ラ・ブリュイエール
第13～第15週　「オネットム」とキリスト教道徳、「オネットム」とフランス古典主義

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（３０％）および期末レポート（７０％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

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



西洋文化学系１５８

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ラシーヌ『エステル』研究

 [授業の概要・目的]
　フランス古典主義を代表する劇作家ラシーヌ（1639-1699）が旧約聖書に取材して創作した宗教
悲劇『エステル』（1689）を研究する。
　悲劇作家としてのラシーヌの劇作法の連続性とこの作品によって切り開かれた新境地を理解する。

 [到達目標]
古典悲劇の劇作法を理解する。
17世紀フランスにおける聖書に取材した文学の系譜を理解する。
劇作から離れていたラシーヌが宗教悲劇を創作するに至った事情など17世紀末のフランスの歴史的
背景を理解する。
　
　

 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1週　『エステル』に至るまでのラシーヌの経歴
第2週　17世紀悲劇の潮流と宗教悲劇の系譜
第3週　マントノン夫人とサン・シール女学院　
第4－5週　『エステル』の出典と先行作品
第6－１０週　『エステル』の読解
第11－12週　『エステル』の解釈　　
第13－14週　『エステル』の受容
第15週　まとめ　　

　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発表（３０％）と期末レポート（７０％）

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと、また授業中に読むことのできなかった部分は各自
で読んでおくこと。

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



西洋文化学系１５９

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Proust et Venise : expérience, écriture, fiction

 [授業の概要・目的]
La ville de Venise joue un roôle majeur dans la formation esthétique de Marcel Proust. L’écrivain français s
’est rendu deux fois à Venise en 1900, il a lu de nombreux ouvrages consacrés à cette ville d’art (ses 
musées, ses peintres, ses édifices religieux et politiques), il la mentionne fréquemment dans sa 
correspondance et dans son oeuvre. Un épisode important d’A la recherche du temps perdu se déroule à 
Venise, sans compter les allusions, les annonces et les rappels qui amplifient encore la résonance de la  "Cité 
des Doges" dans le roman.

 [到達目標]
L’objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants la formation esthétique d’un écrivain majeur, en 
observant comment il a acquis une culture artistique déterminée et comment il l’a integrée dans son oeuvre. 
Le cours sera également une initiation à la rédaction d’un ouvrage critique, à travers des recherches 
ponctuelles, la rédaction de brefs chapitres, ou encore une réflexion sur la composition du livre.

 [授業計画と内容]
Le cours abordera sous la forme de brefs chapitres successifs les différents aspects du rapport entre Proust et 
la ville de Venise. Ces thèmes seront indiqués d’emblée et constitueront un programme de travail.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intéret prononcé pour les études litteraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur les travaux oraux et écrits présentés en cours.

 [教科書]
使用しない
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Pour la première séance, il est demandé de lire le "Séjour a Venise" dans Albertine disparue (ou La Fugitive, 
selon les éditions), avant-dernier tome d’A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le texte est 
accessible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Albertine_disparue/Chapitre_III

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est a la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１６０

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Proust et Venise : expérience, écriture, fiction

 [授業の概要・目的]
La ville de Venise joue un roôle majeur dans la formation esthétique de Marcel Proust. L’écrivain français s
’est rendu deux fois à Venise en 1900, il a lu de nombreux ouvrages consacrés à cette ville d’art (ses 
musées, ses peintres, ses édifices religieux et politiques), il la mentionne fréquemment dans sa 
correspondance et dans son oeuvre. Un épisode important d’A la recherche du temps perdu se déroule à 
Venise, sans compter les allusions, les annonces et les rappels qui amplifient encore la résonance de la  "Cité 
des Doges" dans le roman. 

 [到達目標]
L’objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants la formation esthétique d’un écrivain majeur, en 
observant comment il a acquis une culture artistique déterminée et comment il l’a integrée dans son oeuvre. 
Le cours sera également une initiation à la rédaction d’un ouvrage critique, à travers des recherches 
ponctuelles, la rédaction de brefs chapitres, ou encore une réflexion sur la composition du livre. 

 [授業計画と内容]
Le cours abordera sous la forme de brefs chapitres successifs les différents aspects du rapport entre Proust et 
la ville de Venise. Ces thèmes seront indiqués d’emblée et constitueront un programme de travail.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intéret prononcé pour les études litteraires, sont cependant souhaitables. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur les travaux oraux et écrits présentés en cours.

 [教科書]
使用しない
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant. 

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Les supports de travail seront de très divers documents iconographiques et textuels analysés en cours, certains 
sous forme de polycopiés distribués par l’enseignant. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Pour la première séance, il est demandé de lire le "Séjour a Venise" dans Albertine disparue (ou La Fugitive, 
selon les éditions), avant-dernier tome d’A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Le texte est 
accessible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Albertine_disparue/Chapitre_III

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est a la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１６１

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 大浦　康介

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文学の近代を問う――フランス・ロマン主義からアヴァンギャルドまで

 [授業の概要・目的]
ロマン主義、象徴主義、アヴァンギャルド（未来派、ダダ、シュルレアリスム）というフランス近
代文学の三大潮流を「自然」の表象、語りの手法、宣言の言説といった観点からとらえ直す。

 [到達目標]
フランス近代文学の代表的作品にふれ、それらを文芸思潮のなかに位置づけるとともに、「文学に
とっての近代とは何か」という問いを掘り下げる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによっては順序や同一テー
マの回数を変えることがある。
第1～4回　フランス・ロマン主義とそこにおける「自然」の表象について論じる（シャトーブリア
ン、セナンクールを中心に）
第5～9回　フランス象徴主義を語りの手法という観点から考察する（E. デュジャルダンの「内的独
白」の手法をめぐって）
第10～14回　フランス・アヴァンギャルドにおける「宣言」の言説を分析し、文学にとっての近代
の意味を考える。
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポート

 [教科書]
授業中にプリント等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
宇佐美斉編 『フランス・ロマン主義と現代』（筑摩書房）
宇佐美斉編 『象徴主義の光と影』（ミネルヴァ書房）
宇佐美斉編 『アヴァンギャルドの世紀』（京都大学学術出版会）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特にない

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



西洋文化学系１６２

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 大浦　康介

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文学テクストとは何か――受容理論・テクスト理論・フランス構造主義

 [授業の概要・目的]
文学テクストのあり方を「読者」と「読み（受容）」の観点から論じるとともに、文学理論にとっ
てフランス構造主義は何だったのか、それは何をもたらしたのかを考察する。

 [到達目標]
20世紀の主要な文学理論の動向を知り、文学テクストの本質とそれに対する学問的アプローチの方
法について知見を深める。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによっては順序や同一テー
マの回数を変えることがある。 
第1～7回　ラヴレターから文学テクストまでを例にとり、受容理論やテクスト理論を援用しつつ、
テクストが「読める／読めない」とはどういうことかについて考える。 
第8～14回　フランス構造主義の歴史的経緯を解説するとともに、文学理論にとってのその意義を
考察する。 
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポート

 [教科書]
授業中にプリント等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
大浦康介ほか 『講座文学・別巻・文学理論』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特にない

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



西洋文化学系１６３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世　『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
　フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴っ
た『訓令についての考察 Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカ
テリーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著したロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
個々のトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。

① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1)
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2)
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム）
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波
⑫ なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラット
⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由
⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程
⑮　まとめ

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
授業中に指示する
『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『OEuvres completes III』（Laffont）ISBN:2-221-05723-6（Laurent Versini版
Observations sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波文庫）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-4
カーレル・ダンコース 『エカテリーナ2世　上・下』（藤原書店）
その他、授業中に順次指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語そのものはそれほど難しいもの
ではありません。

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



西洋文化学系１６４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世　『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴った
『訓令についての考察Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカテ
リーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著したロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
個々のトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。

① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1)
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2)
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明：政治行為と歴史過程
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム）
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波
⑫　なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラッ
ト
⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由
⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

⑮　まとめ

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『OEuvres completes III』（Laffont）ISBN:2-221-05723-6（Laurent Versini版
Observations sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波書店）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-478-
4
カーレル・ダンコース 『エカテリーナ二世（上・下）』（藤原書店）
 その他、授業中に適宜指示する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語自体はそれほどむずかしいもの
ではありません。

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



西洋文化学系１６５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 稲垣　直樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
飛行機の文学・映像表象――サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、宮
崎駿を巡って

 [授業の概要・目的]
1903年ライト兄弟が人類初の動力飛行（強力な推進力によって揚力を得る「力学的飛行」）に成功
して以来、飛行機はそれ自体の速度という観点においても、また、その技術的進化の速度という観
点においても、文字どおり飛躍的な速度で発達した。ついには、20世紀を特徴づける「超身体的な
時間・空間認識」を日常的に我々に体験させる装置となった。一方、映像は時間・空間の複製を可
能にし、「超現実的な時間・空間認識」を可能にした。飛行機という「超越的な装置」を多くの他
の芸術分野同様、文学と映像芸術は貪欲に取り入れ、ある種未来予見的な表象の糧とした。その表
象の様態を、「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジとも関連づけなが
ら、動的に把握することを探る。

 [到達目標]
サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、宮崎駿における飛行機の文学・映像表象
について知識を深めるとともに、それらの文学・映像表象を、「近代」のパラダイムと19・20世紀
におけるパラダイム・チェンジとの関連において、比較文学・比較文化・比較文明の視点を交えつ
つ、再認識できるようになる。

 [授業計画と内容]
次のようなテーマを設定して、授業を進める。一つのテーマに１～３週を当てる予定である。
◇近現代のパラダイムとパラダイム・チェンジ
◇飛行機の発達の時代区分とそれぞれにおける飛行機のありよう
◇サン=テグジュペリにおける飛行機
◇稲垣足穂における飛行機
◇飛行機を題材とした俳句・短歌・詩
◇芥川最晩年の飛行機の表象と『暗夜行路』
◇宮崎駿における飛行機：サン=テグジュペリとの関連において

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験の成績（80点）平常点（20点）により評価する。平常点評価には出席状況、授業への
参加度を含む。
レポートについては到達目標の達成度（サン=テグジュペリ、稲垣足穂、芥川龍之介、志賀直哉、
宮崎駿における飛行機の文学・映像表象についての知識の修得の度合い。それらの文学・映像表象
を、「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジとの関連において、比較文
学・比較文化・比較文明の視点を交えつつ、再認識できるようになる度合い）に基づき評価する。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
稲垣直樹 『「星の王子さま」物語』（平凡社）ISBN:978-4-582-85584-5（ （平凡社新書）、2011年
刊、本体価格840円）
プリント配付

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
１～３週が当てられる上記の各テーマについて授業中に指示する方法で基本的な予備知識を得てお
く。各テーマ終了ごとに、授業中に提示される情報および知見について各自考察することで復習す
る。

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



西洋文化学系１６６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ペレック『さまざまな空間』を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀フランスの作家Georges PerecのエセーEspèces d'espaces（『さまざまな空間』）をフランス語
原文で読む。「ページ」という作家にとって特権的な空間によって開かれる本書は、「ベッド」「
寝室」…と次第に大きな空間を論じ、ついには「宇宙」あるいは「空間」そのものへと至る。本書
の読みどころのひとつは、ドミニック・ラバテが指摘しているように、ごく個人的な経験を語りつ
つ、それを「誰しもそうであるように」comme tout le monde という魔法の一言によって、集団的経
験へと接続してしまう飛躍にある。読者は、自らの空間体験を想起しつつ、そこに含まれる集団的
次元・普遍的性質へと思いをいたすことになるだろう。フランソワ・ボンなど文学者にも熱烈な支
持者をもつ本書は、建築家や都市学者、アート作家にも愛読者を多くもち、広範な影響を与え続け
ている。昨年、日本で個展が開かれたレアンドロ・エルリッヒもそのひとりである。この授業では、
テクストを厳密に読み解くことから出発しつつ、「文学における空間」、「アートと空間」といっ
たより広いコンテクストを常に意識しつつ、豊穣なテクストを再評価してみたい。

 [到達目標]
・言語遊戯なども含むさまざまな文体のフランス語を正確に読み解けるようになること。
・「ページ」から「世界」にいたるさまざまなスケールの空間が、文学やアートにおいていかなる
思考の素材となってきたかを自分なりに整理できること。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション。授業の進め方、参考文献の紹介など。

第２回～第１４回：Espèces d'espacesの講読。
あまりに煩雑な箇所は割愛することもあるが、基本的には省略せずに読み進める。
前期は「通り」の章まで読むことを目標とする。

第１５回：まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

 [履修要件]
フランス語の文法を学び終えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席と演習への参加姿勢）〔50 %〕および期末のレポート〔50 %〕

 [教科書]
Georges Perec 『Espèces d'espaces』（Galilée）ISBN:9782718605500

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ジョルジュ・ペレック 『さまざまな空間』（水声社）ISBN:4891764953

 [授業外学習（予習・復習）等]
訳読の担当箇所があたっている者は、該当箇所を正確に日本語に訳したうえ、文法事項や解釈上の
難点について、他の受講生に説明できるよう準備しておくこと。また、テクストの内容についても
いくつかのコメントができように用意しておくこと。また、担当箇所があるにもかかわらず無断欠
席をすることは、教員だけでなく授業の参加者全員に迷惑をかけることになるので、決してしない
こと。

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席はやめていただきたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１６７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ペレック『さまざまな空間』を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀フランスの作家Georges PerecのエセーEspèces d'espaces（『さまざまな空間』）をフランス語
原文で読む。「ページ」という作家にとって特権的な空間によって開かれる本書は、「ベッド」「
寝室」…と次第に大きな空間を論じ、ついには「宇宙」あるいは「空間」そのものへと至る。本書
の読みどころのひとつは、ドミニック・ラバテが指摘しているように、ごく個人的な経験を語りつ
つ、それを「誰しもそうであるように」comme tout le monde という魔法の一言によって、集団的経
験へと接続してしまう飛躍にある。読者は、自らの空間体験を想起しつつ、そこに含まれる集団的
次元・普遍的性質へと思いをいたすことになるだろう。フランソワ・ボンなど文学者にも熱烈な支
持者をもつ本書は、建築家や都市学者、アート作家にも愛読者を多くもち、広範な影響を与え続け
ている。昨年、日本で個展が開かれたレアンドロ・エルリッヒもそのひとりである。この授業では、
テクストを厳密に読み解くことから出発しつつ、「文学における空間」、「アートと空間」といっ
たより広いコンテクストを常に意識しつつ、豊穣なテクストを再評価してみたい。

 [到達目標]
・言語遊戯なども含むさまざまな文体のフランス語を正確に読み解けるようになること。
・「ページ」から「世界」にいたるさまざまなスケールの空間が、文学やアートにおいていかなる
思考の素材となってきたかを自分なりに整理できること。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション。前期の内容の総括、後期の展望。

第２回～第１４回：Espèces d'espacesの講読。
あまりに煩雑な箇所は割愛することもあるが、基本的には省略せずに読み進める。
後期は「通り」の章からはじめ、最後の「空間」の章まで読むことを目標とする。

第１５回：まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

 [履修要件]
フランス語の文法を学び終えていること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席と演習への参加姿勢）〔50 %〕および期末のレポート〔50 %〕

 [教科書]
Georges Perec 『Espèces d'espaces』（Galilée）ISBN:9782718605500

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ジョルジュ・ペレック 『さまざまな空間』（水声社）ISBN:4891764953

 [授業外学習（予習・復習）等]
訳読の担当箇所があたっている者は、該当箇所を正確に日本語に訳したうえ、文法事項や解釈上の
難点について、他の受講生に説明できるよう準備しておくこと。また、テクストの内容についても
いくつかのコメントができように用意しておくこと。また、担当箇所があるにもかかわらず無断欠
席をすることは、教員だけでなく授業の参加者全員に迷惑をかけることになるので、決してしない
こと。

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席はやめていただきたい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１６８

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの作品におけるドレフュス事件の研究 I 

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）研究において、歴史記述の問題は、『スワン家の方へ』（
1913）出版百周年および第一次世界大戦百周年関連のシンポジウム、出版物が顕著に示しているよ
うに、近年欧米、日本をはじめとする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなり
つつある。本年度の授業では、初期作品から『失われた時を求めて』へといたる作品群に現れたド
レフュス事件（1894-1906）の分析を通して、文学と歴史、文学と政治のかかわりについて考察を
深めるとともに、草稿読解や歴史学的アプローチなどの文学作品研究の基礎的な技術の習得を目指
す。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。 

 [授業計画と内容]
前期の授業では初期作品から1906年までのテクストを扱う。 
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 
１．本講義の視座と問題意識【２～３週】 
２．プルーストの初期作品に現れたユダヤ像【２～３週】 
３．『ジャン・サントゥイユ』の１３断章におけるドレフュス事件【５週】 
４．ラスキン時代（1900-1906）のテクストにおける政治と美学【２～３週】 
５．総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。 

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



西洋文化学系１６９

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの作品におけるドレフュス事件の研究 II 

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）研究において、歴史記述の問題は、『スワン家の方へ』（
1913）出版百周年および第一次世界大戦百周年関連のシンポジウム、出版物が顕著に示しているよ
うに、近年欧米、日本をはじめとする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなり
つつある。本年度の授業では、初期作品から『失われた時を求めて』へといたる作品群に現れたド
レフュス事件（1894-1906）の分析を通して、文学と歴史、文学と政治のかかわりについて考察を
深めるとともに、草稿読解や歴史学的アプローチなどの文学作品研究の基礎的な技術の習得を目指
す。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。 

 [授業計画と内容]
後期の授業では1907年から『失われた時を求めて』までのテクストを扱う。 
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 
１．「ある親殺しの感情」（1907）と「ルモワーヌ事件」（1908）におけるドレフュス事件の記憶
と反ユダヤ主義【２～３週】 
２．反サント=ブーヴ論から『失われた時を求めて』へ【１～２週】 
３．『失われた時を求めて』におけるドレフュス事件、ユダヤ人、反ユダヤ主義【７～８週】 
４．『失われた時を求めて』の戦間期における政治的受容【１週】 
５．総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。 

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。 

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



西洋文化学系１７０

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門1

 [授業の概要・目的]
　文学作品を講読しながら、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の初歩を身に
つけていただくのが、本授業の第一の目的です。 
　今から約800年も前の言葉を知るということは、それ自体、とても面白く、意義深いことです。
けれども、その言葉を通じて、古い世界に親しむことも、それと同じくらい楽しく興味深いことだ
と言えます。ヨーロッパの中世が暗黒時代だという誤った認識はいまだに根強く残っています。た
しかに、当時の人々が、現代世界とは比べ物にならないほどの困難に直面していたのは事実です。
けれども、キリスト教をはじめとする頑迷な迷信に縛られ、暴力のみが支配する、血の気を失った
悲惨な社会の中で、彼らが生きていたと考えるのは完全な誤りです。 
　私が専門とする12-13世紀の文学作品の中では、思いのほか、俗っぽく、そのくせ高貴な香りを
失わず、生き生きと現世を謳歌する登場人物が次々と登場します。そうした中世文学の魅力を、翻
訳ではなく、原語によるテクスト読解を通じて知っていただくのも、また、本授業の大きな目的だ
と言えるでしょう。 

 [到達目標]
　現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴を大まかに理解し、与えられたテク
ストを、概ね読解できるようなることが、本授業の到達目標です。  

 [授業計画と内容]
　初回は中世の文学と言語についての概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの時に行いま
す。 
　一回の授業で読み進めるテクストの分量はそれほど多くはないと予想されますが、毎回の進度を
あらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知
らせします。それにあわせて、予習を行っておいてください（フランス語フランス文学を専攻して
いない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を行います）。原則として、出席全員に毎回数行
ずつの訳読の機会が回ってきます。この方式で、第2回目から最終回までの授業が進行します。 

　授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。
また、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読め
るだけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があ
ります。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

 [履修要件]
特になし

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
古仏語のテキストをある程度理解し、テクスト内の言語事実を適切に記述できるかを問う、レポー
トを課します。

 [教科書]
初回にプリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
辞書・参考書については初回時に紹介しますが、あらかじめ、下記のサイトで簡便な辞書と文法書
を手に入れておくのも良いでしょう。 
　小栗栖のサイト（関連URL情報を参照）で「日本語」、「中世仏語仏文学の世界へようこそ！」
とリンクをたどると、古仏語文法書、Van Daeleの古仏語辞書がダウンロードできます。サイト内を
探索すれば、さらに本格的な辞書も見つかります。  

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/(小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr (BNF, Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備して
おいてください。

（その他（オフィスアワー等））
　上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。
古仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場
合が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語
となっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという
経験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。 

　質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。 また、中世
フランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１７１

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門2

 [授業の概要・目的]
　文学作品を講読しながら、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の初歩を身に
つけていただくのが、本授業の第一の目的です。 
　今から約800年も前の言葉を知るということは、それ自体、とても面白く、意義深いことです。
けれども、その言葉を通じて、古い世界に親しむことも、それと同じくらい楽しく興味深いことだ
と言えます。ヨーロッパの中世が暗黒時代だという誤った認識はいまだに根強く残っています。た
しかに、当時の人々が、現代世界とは比べ物にならないほどの困難に直面していたのは事実です。
けれども、キリスト教をはじめとする頑迷な迷信に縛られ、暴力のみが支配する、血の気を失った
悲惨な社会の中で、彼らが生きていたと考えるのは完全な誤りです。 
　私が専門とする12-13世紀の文学作品の中では、思いのほか、俗っぽく、そのくせ高貴な香りを
失わず、生き生きと現世を謳歌する登場人物が次々と登場します。そうした中世文学の魅力を、翻
訳ではなく、原語によるテクスト読解を通じて知っていただくのも、また、本授業の大きな目的だ
と言えるでしょう。 

 [到達目標]
現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴を深く理解し、与えられたテクストを、
ほぼ正しく読解できるようなることが、本授業の到達目標です。 

 [授業計画と内容]
初回は中世の文学と言語についての概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの時に行います。
 
　一回の授業で読み進めるテクストの分量はそれほど多くはないと予想されますが、毎回の進度を
あらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知
らせします。それにあわせて、予習を行っておいてください（フランス語フランス文学を専攻して
いない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を行います）。原則として、出席全員に毎回数行
ずつの訳読の機会が回ってきます。この方式で、第2回目から最終回までの授業が進行します。 

　授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。
また、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読め
るだけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があ
ります。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
古仏語のテキストを理解し、テクスト内の言語事実を適切に記述できるかを問う、レポートを課し
ます。

 [教科書]
授業中に指示する
初回にプリントを配布します。 

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/ (小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr BNF(Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備して
おいてください。

（その他（オフィスアワー等））
上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。古
仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場合
が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語と
なっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという経
験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。 

　質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。 また、中世
フランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１７２

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習Ｉ)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 増田　眞
准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Introduction à  l'analyse des textes littéraires

 [授業の概要・目的]
フランス語読解力の養成を主眼としつつ、explication de texteや批評的文章の和訳・要約などを通じ
てフランス文学の研究方法の入門指導をする。
フランス語学フランス文学専修の3回生にとっては必修の授業。

 [到達目標]
中級程度のフランス語で書かれたフランス文学に関する研究文献を読めるようになること、そして
フランス文学に関する基本的な研究の書き方に慣れること。

 [授業計画と内容]
前期は増田が担当し、explication de texteやcommentaire composéへの入門を行う。これはフランスの
学校教育で行われている基本的な課題であるが、その実例を読んで基礎的な読解力を養いつつ、実
際に書くことによってフランス文学研究の基本的な技法を身につけることをめざす。１回目は全体
の説明を行い、２回目からはさまざまな作品の抜粋に関するexplication de texteを講読する。小説が
中心となるが、５～７回目は詩など、別のジャンルの例も講読する。前期の後半（８～１５回目）
はcommentaire composéの実例を講読し、解説する。
後期は永盛が担当し、批評的文章や研究書・研究論文の読解への入門を行う。文学研究において重
要となる概念や理論、あるいは文学史に関する論文を読解の対象とし、和訳や要約のプロセスを通
して内容の理解を目指すとともに、アカデミックな文体のフランス語の読み方を学ぶ。卒業論文準
備の過程でフランス語の研究文献を参照する際に、内容を正確に理解するための訓練ともなる。

 [履修要件]
中級程度のフランス語の語学力が必要

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点が重視される。そのほかに、学期末のレポートが課されることもある。担当教員は途中で交
代するが，通年講義なので必ず前期、後期ともに履修すること。

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
平常点が重視されるので、次回授業分の訳読の予習を全員がすることが求められる。

（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。



西洋文化学系１７３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習II)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  卒業論文演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
批評文を読みながら、様々な文学批評の方法について理解を深めると同時に、卒業論文の準備や作
成の方法を習得する。

 [到達目標]
フランス語学フランス文学についての卒業論文を作成するための基本的方法を理解し、執筆に必要
な基礎力を養う。

 [授業計画と内容]
文学理論や批評のテクストの抜粋を読むことで、抽象的なテクストの読解力を高め、同時に様々な
文学批評の方法について理解を深める。

 [履修要件]
本年度に卒業論文を提出する予定であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
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。



西洋文化学系１７４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習II)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  卒業論文演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
卒業論文の中間発表を定期的に行う。その都度進捗状況に応じてテーマ、論点、参考文献などにつ
いてアドヴァイスを受け、自らもさらに考え直しながら、論文の完成を目指す。

 [到達目標]
各自が自分のテーマを明確化し論点を整理した上で、実際の執筆にあたり、論文を完成する。

 [授業計画と内容]
卒論執筆のための個人指導と定期的な進捗状況の発表にあてる。第１、２週は、全員に口頭で簡単
に論文の計画を発表してもらい、それについて専任教員３名が問題点を指摘して、改善を求める。
それらの指摘を採りいれ、執筆者自身も考えなおしたうえで、それ以降の回で各自がさらに詳しい
発表を行い、論文完成を目指す。オフィスアワーでの個人指導のスケジュールについては、各自の
発表内容に即して決定する。 
最終授業で試問を行い、フィードバックとする。

 [履修要件]
本年度に卒業論文を提出する予定であること。
卒業論文演習Ⅰを履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



西洋文化学系１７５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中級フランス語作文演習

 [授業の概要・目的]
和文仏訳を通して中級程度のフランス語作文の練習を行う。毎回異なる課題にもとづいてさまざま
な文章の習得をめざす。課題は説明と練習問題からなり、授業ではあらかじめ書いてきてもらった
練習問題について検討を行うのが中心的な作業となる。
　形式上はセメスター制だが、内容的には通年なので、前後期通して受講することが望ましい。

 [到達目標]
中級程度のフランス語を書けるようになることをめざす。基本構文の習得に力を置く。

 [授業計画と内容]
１回目は全体の説明を行う。２回目以降の内容は以下のような予定。
I. 関係代名詞
II. 間接話法、間接疑問等
III. 否定と強調
IV. 非人称構文
V. 時間の表現（１）：時制の使い方
VI. 半助動詞と動詞句
VII. 使役と放任、等
VIII. 受動態等
IX. 名詞構文
X. 数量や程度の表現
XI. 比較の表現
XII. 時間の表現(2)
XIII. 存在、状態などの表現

 [履修要件]
中級程度のフランス語力が必要。また、授業の性質上、毎回予習が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は平常点による。授業中に実際に作文を書いた回数に応じて採点する。（ただし参加者の人数
等により回数は変動するので、厳密な数値基準があらかじめ決まっているわけではない。）

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
説明は自分で読み、作文の練習問題をやった上で参加することが求められる。（具体的には授業中
に指示する。）

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



西洋文化学系１７６

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中級フランス語作文演習（後期）

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、和文仏訳を中心とした仏作文の授業を行う。最後の数回はまとまった文章を書く
練習をする。
　形式上はセメスター制だが、内容的には通年なので、前後期通して受講することが望ましい。

 [到達目標]
中級程度のフランス語が書けるようになることをめざす。基本的な構文や表現の習得に重点を置く。

 [授業計画と内容]
内容は前期の続き。（XIV課から始まる。）
XIV. 移動、運搬の表現など
XV. 知識、理解、伝達
XVI. 判断、感情の表現
XVII. 義務、必要など
XVIII. 願望、依頼など
XIX. 条件、仮定、推測
XX. 理由、対立、譲歩
XXI. 目的、結果
XXII. 日本語基本表現の訳し方(1)
XXIII. 日本語基本表現の訳し方(2)
XXIV. 文から段落へ
XXV. 短い叙述文を書く
XXVI. 短い論説文を書く
XXVII. フランスにおける作文課題の類型

 [履修要件]
中級程度のフランス語力が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は平常点による。授業中に実際に作文を書いた回数に応じて点数が左右される。（参加者の人
数などにより、基準もある程度変動する。）

 [教科書]
プリントを配布する。

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の性質上、毎回、予習が必要となる。その他は授業中に指示する。

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



西洋文化学系１７７

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intéret des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture franccedliaise 
contemporaine. Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la 
discussion et de l'expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel &agrave ; la participation active des &eacute ;tudiants pour fournir et 
exploiter la mati&egrave ;re des d&eacute ;bats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des etudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Les documents seront fournis pendant le cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à consulter plusieurs fois le site internet des principaux 
quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１７８

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intéret des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture franccedliaise 
contemporaine. Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la 
discussion et de l'expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel &agrave ; la participation active des &eacute ;tudiants pour fournir et 
exploiter la mati&egrave ;re des d&eacute ;bats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des etudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Les documents seront fournis pendant le cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à consulter plusieurs fois le site internet des principaux 
quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１７９

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  フランス文学の古典を読む（１）

 [授業の概要・目的]
フランス19世紀を代表する作家バルザックの短編 La Messe de l'athee（1836）を精読する。
　
　
　

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第14回　音読も重視しつつ、訳読を進める。文法的な説明の他、文体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習と授業への積極的な参加が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（80%）と期末レポート（２０％）

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと

（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。



西洋文化学系１８０

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

題目  フランス文学の古典を読む（２）

 [授業の概要・目的]
フランス19世紀を代表する作家フロベールの短編 Un coeur simple（1877）を精読する。

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第14回　いくつかの章の抜粋を、音読も重視しつつ丁寧に読み進める。文法的な説明の他、
文体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習が求められる。
前期に開講する「フランス文学の古典を読む（１）」を履修していなくても受講に問題はない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（80%）と期末レポート（２０％）

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと

（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。



西洋文化学系１８１

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 稲垣　直樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  フランス19世紀のメディア・文学・万国博覧会

 [授業の概要・目的]
フランス革命を経て近代市民社会が現出するとともに、芸術の受容者も王侯貴族の特定少数から市
民の不特定多数へと大きく変化した。19世紀後半には、産業革命の進展を背景に大量消費社会が到
来し、パリの都市改造、鉄道網の整備と、都市文明の近代化どころか現代化が推進された。フラン
ス「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジを概観したあと、19世紀のそ
うした劇的な都市と文化の変容の表象を、折から勃興したマスメディア・文学、そして、特に19世
紀中５回に及ぶパリ万国博覧会に、比較文学・比較文化・比較文明の視点を交えつつ、探る。

 [到達目標]
フランス19世紀のメディア・文学・万国博覧会について知識を深めるとともに、それらのありよう
を、フランス「近代」のパラダイムと19・20世紀におけるパラダイム・チェンジとの関連において、
比較文学・比較文化・比較文明の視点を交えつつ、再認識できるようになる。

 [授業計画と内容]
次のようなテーマを設定して、授業を進める。一つのテーマに１～３週を当てる予定である。
◇近現代のパラダイムとパラダイム・チェンジ
◇芸術・文学における「普遍性の美」から「個別性の美」への移行
◇フランス19世紀におけるマス・カルチャーの形成
◇教育の普及、ジャーナリズムの発達と「産業文学」
◇大量消費社会とデパートの誕生
◇パリの都市改造――放射状の都市構造
◇フランスにおける万国博覧会――放射状の文明構造とその拡散
◇万国博覧会という「文明装置」――大阪万博、愛知万博、上海万博、ミラノ万博

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験の成績（80点）平常点（20点）により評価する。平常点評価には出席状況、授業への
参加度を含む。
レポートについては到達目標の達成度（フランス19世紀のメディア・文学・万国博覧会についての
知識の修得の度合い。それらのありようを、フランス「近代」のパラダイムと19・20世紀における
パラダイム・チェンジとの関連において、比較文学・比較文化・比較文明の視点を交えつつ、再認
識できるようになる度合い）に基づき評価する。

フランス語学フランス文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(講読)(2)

 [教科書]
プリント配付

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
１～３週が当てられる上記の各テーマについて授業中に指示する方法で基本的な予備知識を得てお
く。各テーマ終了ごとに、授業中に提示される情報および知見について各自考察することで復習す
る。

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



西洋文化学系１８２

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 鳥山　定嗣

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポール・ヴァレリーの手紙を読む

 [授業の概要・目的]
『若きパルク』の詩人、『ヴァリエテ』の批評家、『カイエ』の思想家として知られるポール・ヴ
ァレリー（1871-1945）は、国際連盟国際知的協力会議議長やコレージュ・ド・フランス《詩学》
講座担当教授をはじめ数多くの公職を務め、「20世紀前半のフランスを代表する知性」とも称され
るが、そうした公の面貌からは窺い知れない私的な顔を隠しもつ作家である。
この授業では、私的なヴァレリーに関心を向け、彼が10代から70代までのさまざまな時期に、友人
（ギュスターヴ・フールマン、ピエール・ルイス、アンドレ・ジッドなど）や愛人（カトリーヌ・
ポッジからジャンヌ・ロヴィトンまで）に書き送った手紙、また青年ヴァレリーが20歳近く年上の
未亡人（シルヴィア・ド・ロヴィラ）に宛ててしたためながら結局送らなかった恋文などを取り上
げる。生涯ナルシスの主題にこだわり〈自己〉を追求したこの作家が〈他者〉に何を求めたか、自
ら「島国根性」を認める人間が〈友情〉あるいは〈愛〉をどのようなものと考え夢みたか。そうし
た点を問いつつ、青年期から老年期にかけての手紙の文体の変化や、宛先の相手との年齢差が理念
に及ぼす屈折などに注意を向ける。
この授業では、一作家のさまざまな手紙を読むことを通して、フランス語の読解能力を高めるとと
もに、フランス語特有の思考方法および表現技法の一例を学ぶことを目的とする。

 [到達目標]
辞書さえあればフランス語で書かれた文章を読むことができるという感覚を身につける。

 [授業計画と内容]
毎回数通の手紙を読み、1つの手紙につき1人が担当する形で進めていく。担当者は訳文を用意し、
参加者全員にプリントを配布すること。
第1回　ポール・ヴァレリーの生涯と著作について、友人および愛人との関係に焦点を絞って概説
する。
第2-8回　ヴァレリーが友人たちに宛てた手紙を選択して読む。特に、未だ部分的にしか邦訳がな
されていない『三声による往復書簡集』中のピエール・ルイス宛の手紙を中心に取り上げる。
第9-14回　ヴァレリーが愛人たちに綴った手紙や片想いの夫人宛に書きながら筐底に秘した手紙を
選択して読む。
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]
担当個所の読解・翻訳により評価する。

フランス語学フランス文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(講読)(2)

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当個所の予習は必須、それ以外の箇所も予習して臨むことが望ましい。

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



西洋文化学系１８３

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  マルセル・ベナブー著『なぜ私は自分の本をいっさい書かなかったのか』を読む

 [授業の概要・目的]
マルセル・ベナブー著『なぜ私は自分の本をいっさい書かなかったのか』（Marcel Bénabou, 
Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres, 1986）を、フランス語原典で講読する。
マルセル・ベナブーはパリ第７大学歴史学教授であり、実験文学集団ウリポの現役メンバーとして
も活躍している。本書の読みどころのひとつは、「本についての本」であること、つまり、その自
己言及性、あるいは自己意識にある。たとえば、「第一ページ」という章の出だしは「最初はとて
も短い文。半ダースの語だけ。」となっているが、まさにこの第一文は実際に「短く」、「半ダー
スの語」(Au commencement, une phrase très courte)からなっている。
本書はいわゆるテクスト理論の隆盛が山を越えた1980年代半ばに書かれたこともあって、そうした
言説に目配せを送りつつ揶揄する箇所もふんだんに見られる。講読を通じて、当時の言説状況をパ
ノラマ的に振り返ることもできるだろう。

 [到達目標]
・多少とも複雑な構文をもったフランス語文を、文法の知識を駆使して、正確に読み解く力を養う。

・テクスト理論の概要を理解する。

 [授業計画と内容]
事前に各回数名の分担者を決め講読の形式で授業を進める。分担箇所の量は、フランス語学習歴や
能力に応じて、柔軟に決める。また、参加学生の負担が多くなりすぎないように、適宜教員も講読
の分担に参加する（受講者が少ない場合は、毎回半分近くを教員が担当することも考えている）。

なお、ベナブー著『なぜ私は自分の本をいっさい書かなかったのか』の章立ては以下の通りである。

読者へ
タイトル
最初のページ
再整理
正しい言葉づかい
一冊だけの本
言葉の順序
主人公
欠落
最後の言葉
読者とのわかれ

フランス語学フランス文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(講読)(2)

 [履修要件]
フランス語初級文法を終えていること。フランス語の簡単な文章を読んだ経験があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および分担箇所への取り組み方によって評価する（それぞれ５：５）。

 [教科書]
Marcel Benabou 『Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres』（Seuil）ISBN:9782021023435

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
分担の予習をきちんとしてくること。分からない箇所が残るのは構わない。どこで迷っているのか、
何が理由で文意がとれないのかを、授業中に説明できればよい。

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席は出席者全員に迷惑になるのでやめていただきたい。
教員への連絡は70shiotsuka*gmail.com(*を@に置きかえ)までメールでおこなってください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１８４

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 多賀　茂

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  現代思想を原語で読む

 [授業の概要・目的]
文体・用語法等の特徴に注目しながら思想家の文章を講読することによって、その思想の理解を一
層深める。 

 [到達目標]
将来の研究のための十分な基礎となるレベルまで、フランス語の読解能力を高めることをめざす。 

 [授業計画と内容]
Lecture de quelques textes de Michel Foucault 

1. 全体の解説　 
2～4. 狂気についてのテキスト
5～7. 病気・死についてのテキスト
8～10. 犯罪・懲罰についてのテキスト
11～13. 性についてのテキスト
14. その他 
15. まとめ

 [履修要件]
フランス語の初級文法以上知識を持っていること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業での発表にもとづく平常点（70パーセント）と最終日に行う小テスト（30パーセント）
を合わせて評価する

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：次回に進む部分を自ら訳してみておくこと 
復習：自分が間違ったところを、しっかり理解しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１８５

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(外国人実習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態 外人実習

使用
言語 フランス語

題目 Grammaire et expression. Initiation à l'analyse linguistique et stylistique.

 [授業の概要・目的]
La grammaire, le lexique, la logique du discours, sont les objets de ce cours, qui débouchera sur une initiation 
à la stylistique. Les étudiants seront sensibilisés à l'idée que les faits de langue sont aussi des faits de style : le 
sens que l'on veut donner à un message passe par le choix d'une manière de s'exprimer. 

 [到達目標]
Le but de ce cours est d'aider les étudiants à utiliser les structures linguistiques les plus appropriées à leurs 
intentions de communication, et de leur apprendre à analyser le sens de tout type de texte (pas nécessairement 
littéraire) à partir de son organisation formelle.

 [授業計画と内容]
Le cours se déroule sous la forme d'exercices variés : questionnaires, énoncés à compléter, rédaction de textes 
simples, transformations de phrases liées à des variations de points de vue. Les structures gammaticales, les 
champs lexicaux, les outils de l'énonciation, les catégories du récit et du discours, sont les objets de ces 
travaux pratiques et de cet apprentissage.

 [履修要件]
Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année qui se spécialisent en littérature française. Mais tous les 
étudiants souhaitant ou devant utiliser le français dans le cadre de leurs recherches peuvent y trouver un 
intérêt.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L'évaluation se fondera sur la participation aux exercices proposés tout au long de l'année.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Des extraits de manuel seront fournies sous forme de photocopies.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Le travail personnel consistera principalement en exercices de grammaire et d'expression (pouvant prendre la 
forme de courts textes à rédiger), ainsi qu'en lectures de textes relativement courts (articles de presse, extraits 
de romans et d'essais, qui ne dépasseront pas une page). 

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition de tous les étudiants qui souhaitent 
prendre rendez-vous.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１８６

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ピエトロ・ベンボ『俗語論』分析

 [授業の概要・目的]
イタリア文学の諸ジャンルの中でも最も重要かつ最も受容の困難な詩的言語の成立に当たって決定
的とも言える重要性を果たした Pietro Bembo の Prose della volgar lingua の読解を通じて、イタリア
文学の本質に迫る。

 [到達目標]
教員自身の研究に直接結び付く内容の授業であり、履修によってイタリア語イタリア文学の研究の
実際を目にするのみならず、これに自らも参画することが可能である。学部学生にとって貴重な経
験となる。

 [授業計画と内容]
活版印刷術の普及に伴って沸き起こった16世紀の《言語論争》に終止符を打つこととに成功したベ
ンボの『俗語論』Prose della volgar lingua の第3巻を講読しつつ、そこで扱われるイタリア語の詩に
関する具体的な指針と、その成立過程を分析する。1525年の初版（Tacuino版）と1538年の第二版（
Marcolini版）、1549年の決定版（Torrentino版）の他、残された唯一の手稿である Vaticano Latino 
3210 を適宜参照する。高度な内容の授業であるが、学部学生のために懇切な解説を心掛けるので、
イタリア文学の持つ精緻性に関心のある学生には奮って参加を呼び掛ける。また、こうした授業へ
の参加により大学院生の先輩との間に学問的交流が生まれることをも期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習はテキストの理解を試みることに尽きる。単に１６世紀の作品であるに留まらず、一般人向け
に書かれたものではないので、内容、文章ともに難解であり、教員にとっても理解は容易でない。
従って読解そのものが授業の第一の目的であり、あらかじめすべてを理解しておく必要はない。

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



西洋文化学系１８７

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Torquato Tassoのインプレーサ論と詩論 

 [授業の概要・目的]
　前年に引き続いて、16世紀後半のイタリアを代表する詩人トルクァート・タッソのインプレーサ
論<Il conte overo de l'imprese>を精読しながら、タッソの創作理論における像の問題を検証する。

 [到達目標]
　タッソの創作理論における像の概念の重要性について理解を深める。同時にルネサンス期のイタ
リア語散文を正確に読解する力を身につける。

 [授業計画と内容]
　前期の授業ではタッソのインプレーサ論を精読しながらその特色を確認する。後期の授業では、
タッソの創作理論にも目を向けながら彼のインプレーサ論における像の問題を検証する。17世紀の
文人エマヌエーレ・テザウロのインプレーサ論にもふれる予定である。なおフィードバックについ
ては期末に指示を出す。

（前期）
初回　イントロダクション
第2回～第14回　タッソのインプレーサ論の読解と検証
第15回　まとめ

（後期）
第1回～第10回　タッソのインプレーサ論並びに創作理論における像の概念の検証
第11回～第14回　エマヌエーレ・テザウロのインプレーサ論の読解、及びタッソのインプレーサ論
との比較検証
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
使用しない
プリント配布。 

 [参考書等]
  （参考書）

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読に基づく授業なので、予習が不可欠。毎回簡単な小テストを行って予習の精度を確
認する。

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



西洋文化学系１８８

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Primo semestre: "La terza cantica della Commedia"

Secondo semestre: "Il romanzo italiano tra Otto e Novecento"

 [到達目標]
Primo semestre: 
In questo corso verrà affrontata la lettura e l'interpretazione del Paradiso di Dante Alighieri.

Secondo semestre:
Il corso si propone di illustrare la storia del romanzo italiano tra i secc. XIX e XX attraverso i vari movimenti 
culturali, nel quadro storico e letterario italiano ed europeo. 

 [授業計画と内容]
Primo semestre:
Il corso è finalizzato alla lettura di alcuni canti del Paradiso e allo studio tematico, esegetico, filologico e 
metrico del testo. Durante la lezione sarà dato spazio allo studio dell’intertesto, del laboratorio della cantica 
e del contesto storico-culturale in cui nasce.

Secondo semestre:
Dopo un'introduzione sull'origine del genere e sulla sua evoluzione a genere di massa, si esamineranno le 
figure dei principali romanzieri italiani, da Manzoni agli autori del secondo Novecento, e si leggeranno 
estratti dai testi, analizzando il linguaggio, le strutture narrative, gli stili e il rapporto finzione/realtà.

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
E' ammessa una sola assenza. E' previsto un esame finale per ogni semestre, che valuterà l’acquisizione 
degli argomenti svolti durante le lezioni, dei testi e dei saggi previsti, saranno verificate attraverso un esame 
orale in cui si misurerà la capacità di commentare e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo 
storico-letterario a cui essi appartengono.

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Dispense consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto  agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati. 

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale. È prevista la partecipazione attiva degli studenti. Programma suscettibile di 
cambiamenti.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１８９

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana attraverso lo studio dei grandi 
Classici. 

 [到達目標]
La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona conoscenza degli autori e dei periodi della 
letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, critici necessari all’analisi e all’
interpretazione delle opere letterarie.

 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all’apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda 
metà del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell’analisi metrica, stilistica e retorica, le 
questioni storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni 
di introduzione alla storia della lingua italiana e all’analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana.
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione.  

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９０

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　外国語学部　助教 内田　健一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダンヌンツィオ『アルキュオネー』研究

 [授業の概要・目的]
ダンヌンツィオ（1863-1938）の『アルキュオネー』（1904）を様々な観点から研究する。この詩
集は1988年に国家版全集の嚆矢となり、1995年のエイナウディ社『イタリア文学・作品篇』に収め
られている。1971年には言語学者メンガルドが、「『アルキュオネー』は見事な古典として生まれ、
その作者は他者にも自分にも無理や断絶を感じなかった。［…］『アルキュオネー』は技法と語法
の面において、偉大な実験的作品である（そのリズムの斬新さと柔軟さを考えるだけでも）。どれ
ほど鋭く、どのような角度から観察しようとも、そのことは疑いない」とコメントした。

 [到達目標]
文献学的な研究成果を利用しながら、イタリアの詩を文学史・言語史・韻律学などの観点から解釈
できるようになる。

 [授業計画と内容]
『アルキュオネー』は4つの「ディーテュランボス」によって5つのセクションに分かれる。前年度
はセクション3～4だったので、本年度はセクション4～5を題材とし、以下の観点から解説・分析を
行う。各観点には【　】に示した回数を充てるが、その順序は固定したものではなく、授業の状況
に応じて担当者が適切に決める。
第1回　イントロダクション
　授業の概要の説明
第2回～第14回　『アルキュオネー』の読解
　・エディション（雑誌・新聞、初版、全集版、校訂版）【2回】
　・テクストの生成（下書き、清書、メモ、日記）【3回】
　・典拠（イタリア文学、ヨーロッパ文学、古典文学、辞書・事典）【4回】
　・言語史（擬古主義、ヴァリアント、専門用語、派生語）【2回】
　・韻律学（詩節・詩行・韻の伝統と革新）【2回】
第15回　フィードバック
　期末レポートの講評と授業の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50%）、レポート（50%）

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する

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



西洋文化学系１９１

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 天野　惠
准教授 文学研究科 村瀬　有司
特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木1,2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリア文学研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
研究論文執筆のための訓練と準備を目的とする演習である。《勉強》と《研究》の相違を明確に認
識することから始めて、問題の設定と論証のプロセス、それらの表現方法、そして文献目録の作り
方等の細部に至るまでを、学生の行なう実際の研究に沿って学習する。

 [到達目標]
卒業論文提出年次に当たる学生の場合、これを完成させることが目標となるのは当然であるが、そ
うでない者には、発表を聞いて疑問点を見出し質問することによって発表者の研究を支援すること
が求められる。こうした経験を通じて自らの研究においても「何を」「どのように追求し」「成果
をどのように発表」すればよいのかを学ぶことになる。

 [授業計画と内容]
卒業論文の計画段階から、各自の研究テーマについて順次発表し、これに対して教員が具体的な指
導を行なうと同時に、他の学生もまた自由に意見を述べつつ具体的な検討を加える。多くの場合、
個人作業が中心となる文学研究においては、ともすると個々の学生・研究者が孤立しがちであるが、
これは客観性を欠かすことのできない研究にとって決して好ましいことではない。また、他人の研
究を適切に論評することは、自分の研究能力の向上にダイレクトにつながる。研究者を志す者なら
ば、学部学生からＯＤまでキャリアの長短を問わず、誰もがそれぞれ得るところの多い演習である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表前日までに研究室メンバー宛てに研究の要旨をメールにて配布しなければならない。また、発
表後も、これに関する質問等を全員宛てメールで発信し、各自がこれに対してこちらも全員宛ての
返信メールで意見を出すことにより、オープンな議論を展開する。

（その他（オフィスアワー等））
原則的には隔週開講の授業であるが、学生の希望があればこれに限定されることなく時間の許す限
り開講する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９２

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリア詩読解

 [授業の概要・目的]
13世紀から近代に至るイタリア文学の中で圧倒的な比重を占めるジャンルは詩である。抒情詩、叙
事詩、風刺詩のみならず戯曲もその多くは韻文で書かれており、19-20世紀にあっても詩の重要性
は失われていないし、散文作品も多くの場合、詩のリズムを念頭において書かれている。

作品内容の理解にとどまることなく、リズムを捉えた適切な音読・朗読をすることによって詩を詩
として受容する能力を養うことが本演習の目的である。

 [到達目標]
母音の長短ではなく、音節の数とアクセントの位置によって創られているイタリア詩の特質を理解
し、さらにそのリズム感覚を身につけることが目標となる。

 [授業計画と内容]
まず古典的なイタリア詩のリズムを完成させたとされるペトラルカ『カンツォニエーレ』から代表
的な作品を取り上げて、ソネット、カンツォーネ、セスティーナ等の各詩形を、特に韻律に注意し
ながら読解する。
一行一行の韻律を確認した上で、文構造と基調となるリズムを把握してスムーズな音読・朗読を練
習する。

ペトラルカに続いてルネサンス期の叙事詩『オルランド・フリオーソ』や、レオパルディ、ダンヌ
ンツィオ、サバなど、近代以降のイタリアを代表する詩人の作品を同じように読んでいく。

およそ前期を中世・ルネサンス期のいわゆる古典作品にあて、後期には近代以降の作品を読み進む
予定であるが、いずれの作品においても詩人の狙った効果を具体的に検証していく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
コピー配布

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、使用テキストの作品の内容の理解を心がけると同時に、音節の切れ方および強勢音節
の位置を見出すよう試みることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
予習は必須であるが、詩は一般に散文よりも難解であり、予習の段階ですべてを理解しておこうと
する必要はない。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９３

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代イタリア文学（小説）

 [授業の概要・目的]
　近現代のイタリア人作家の創作理論と実作品をあわせて精読しながら、各作家の方法論がいかに
実作品に適応されているか（いないか）について検証する。

 [到達目標]
　近現代のイタリア人作家・作品について理解を深める。文脈を踏まえながらテキストを正確に読
み解く力を身につける。

 [授業計画と内容]
　以下の作家について創作理論と作品を精読しながら両者の関係を検証する。授業は、出席者の知
識と理解の程度を確認しながら進めるものとする。取り上げる作家の順番は固定化されたものでは
なく、必要に応じて入れ替えをする可能性がある。なおフィードバックについては期末に指示を出
す。

（前期）
初回　ガイダンス（テキスト、評価方法、授業の進め方の確認。並びに取り上げる作家の紹介）
第2回～8回　Italo Calvino (I)
第9回～15回 Italo Calvino (II)

（後期）
第1回～第8回 Pier Paolo Pasolini (I)
第9回～第14回　Pier Paolo Pasolini (II)
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テスト・出席点をもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。毎回小テストを行って予習の精度
を確認する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９４

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸大学　留学生センター　教授 河合　成雄

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Luigi Pirandelloの作品とイタリア20世紀初頭の文学

 [授業の概要・目的]
イタリア現代文学の重要な作家ピランデッロの作品に親しむとともに、文学史的に考えることも学
ぶ。同時に、イタリア語の基礎的な読解力を習得する。

 [到達目標]
授業時の読み物だけでなく、自主的に読解する力を養う。

 [授業計画と内容]
ピランデッロの短篇小説を読むとともに、戯曲を鑑賞する。
前期
最初３週間は時代背景、文学史的な説明をしながら簡単なイタリア語の文章を読む。
第4回～第6回　イントロダクション的な読みやすい短篇小説の購読。
第7回以降　後期に読む戯曲に関連した短篇小説を読む予定。
後期
第1回～第8回　ピランデッロについての評論も読みながら、戯曲と短篇を読み比べながら授業を進
める。
第9回以降は、ピランデッロの作品の批評や論文なども読み、作品の文学史的な位置づけなども考
える。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末試験（50%)と通常の授業時の発表(50%)から評価する。

 [教科書]
テキストはコピーして配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず次回に読む部分については予習すること。詳細については授業時に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
少人数が予想されるので授業時間後に対応。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９５

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”を講読する。
今年度の前期は、1300年代のイタリア情勢を紹介した第10章<I Visconti, Firenze e il papato>を精読す
る。
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり、読解
力の養成にうってつけである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献を正確に読み解く力をつけ
ることが主要な目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　学術文献を自力で読み解くことができるようになること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション）
　使用テキスト並びに講読対象の章について概説する。また授業の進め方、小テスト、評価方法に
ついて合わせて説明をする。テキストの冒頭部分を実際に読みながらイタリア語の読解にあたって
注意すべき点を確認する予定。

第2回～第15回（第10章<I Visconti, Firenze e il papato>の講読）
　必要に応じて文法事項を確認しながらテキストを精読する。重要な専門用語や固有名詞の意味を
確かめつつ正確な読解に努める。毎回1ページを目処にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(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]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに把握することに努めてもらいたい。
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが肝要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも重要。

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



西洋文化学系１９６

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”を講読する。
今年度の後期は、19世紀後半のイタリア情勢を取り上げた第20章<L'Italia dopo il 1870>を精読する。
 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり、読解
力の養成にうってつけである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献を正確に読み解く力をつけ
ることが主要な目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　学術文献を自力で読み解くことができるようになること。 

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション） 
　後期の講読個所について概説する。授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をした後、
テキストの冒頭部分を実際に読み始める予定である。
 
第2回～第15回（第20章<L'Italia dopo il 1870>の講読） 
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながらテキストを精読する。専門用語や固有名詞の意味を
確かめつつ正確な読解に努める。毎回1.5ページを目標にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに理解することを心掛けてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが重要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも肝要。 

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



西洋文化学系１９７

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(外国人実習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 外人実習

使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana

 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di alcuni racconti 
brevi.

 [到達目標]
La lettura e l'analisi di racconti brevi di vari autori consentirà allo studente di migliorare le proprie 
competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, sintassi, di ampliare il registro linguistico e 
perfezionare pronuncia e comprensione scritta.

 [授業計画と内容]
La lettura di alcuni racconti brevi del secondo Novecento di autori noti -  Goffredo Parise, Tommaso Landolfi,
 Dino Buzzati, Italo Calvino, Stefano Benni, etc. - scelti nelle prime lezioni in base al livello di competenza 
linguistica riscontrato.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali. Inoltre, periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere 
individualmente o in gruppo.

 [教科書]
Delle dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
In questo corso è prevista la partecipazione attiva dello studente al quale è richiesto di intervenire nelle 
discussioni di classe e di svolgere settimanalmente dei compiti (lettura ad alta voce del testo e composizione 
di un breve scritto). 

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



西洋文化学系１９８

授業科目名
　<英訳>

スペイン語（初級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 松本　健二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 スペイン語

題目  スペイン語（初級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を教科書に沿って学習する。授業は文法事項の解説と練習問題からなる。初
級文法を一通り学習するので進度が速く、そのため予習は必須である。

 [到達目標]
CEFRのＡ１程度のレベルを修得する。母語話者の補助があれば、挨拶など日常生活に最低限必要
なコミュニケーションをとることができる。辞書を用いて時間をかけて調べれば、日常生活にかか
わるごく簡単なテクストなら意味を把握することができる。トイレ・出口といった市民生活に不可
欠な街頭指示なら理解できる。

 [授業計画と内容]
第１週：オリエンテーション、文字と発音 
第２－４週： 第１－２課[名詞、冠詞、主語人称代名詞、動詞現在形など] 
第５－７週： 第３－４課[ser・estar・hay、所有詞、指示詞など] 
第８－11週： 第５－６課[目的格人称代名詞、gustar構文など] 
第12－15週： 第７－８課[点過去、比較表現、疑問詞、感嘆文など]と試験 
第15－18週： 第９－10課[線過去、時刻表現、現在完了、過去完了など] 
第19－20週： 第11－13課：[未来形、接続法の活用、使役の構文など] 
第21－24週： 第14課[命令形、接続法] 
第25－26週： 文法補遺の確認 
第27－30週： 復習および試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験（適宜)、授業での理解度（問題解答の様子）

 [教科書]
西川喬 『新スペイン語ゼミナール』（第三書房）ISBN:978-4-8086-3024-9

 [参考書等]
  （参考書）
辞書： 『ポケットプログレッシブ西和・和西辞典』（小学館）
辞書： 『現代スペイン語辞典』（白水社）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級まで対応した
新しい文法解説書(3,200+税)）

スペイン語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（初級）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
指示した個所の予習をお願いする。

（その他（オフィスアワー等））
特にない

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



西洋文化学系１９９

授業科目名
　<英訳>

スペイン語（中級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 松本　健二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 スペイン語

題目  スペイン語（中級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を終えた学生を対象とし、スペインやラテンアメリカなどのスペイン語によ
る文学テクストを講読、読解力の向上を目指す。

 [到達目標]
CEFRのＡ２からＢ１程度のレベルを修得する。母語話者と挨拶や健康状態など日常生活に最低限
必要なコミュニケーションをとることができる。辞書を用いて時間をかけて調べれば、新聞等の論
説文や簡単な小説を読解することができる。辞書を用いて時間をかければ、自己紹介などを行なう
こともできる。

 [授業計画と内容]
最初はスペイン語初級文法を復習するため、初級文法の参考書を参照しつつ、平易なスペイン語文
を読み、これまでの文法知識を確認していく。そのうえで、比較的容易なスペイン語文学テキスト
を講読していくが、履修者は毎回の授業で、与えられたテキストを日本語に訳すこととする。その
ため、毎回の授業前の予習は必須である。

 [履修要件]
スペイン語の初級文法が修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験（適宜）、授業での理解度(問題解答状況など)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級までを対象と
した新しい文法参考書(3,200+税)）

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された個所は予習してくること。

（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。



西洋文化学系２００

授業科目名
　<英訳>

イタリア語（初級４時間コース）(語学)
Italian(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 霜田　洋祐

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月2,木3

授業
形態  語学

使用
言語 イタリア語

題目  イタリア語（初級）

 [授業の概要・目的]
イタリア語文法の基礎を学習し、読み書きに必要な知識の習得を目指す。 
授業の進め方としては、文法解説の後で練習問題を解いてもらい、知識の定着を図るというオーソ
ドックスなものを想定している。 
イタリア語やロマンス諸語に興味のある初学者を対象とする。 

 [到達目標]
イタリア語の基礎的な文法事項を理解し、それをもとに平易な文章ならば「正確に」解釈できるよ
うになる。また基本的な語彙と発音を覚え、簡単なアウトプットも行えるようになる。 

 [授業計画と内容]
【前期】 
第１週： オリエンテーションと発音 
第２週： Lezione 1 [名詞、冠詞] 
第３週： Lezione 2 [動詞 essere と avere] 
第４週： Lezione 3 [形容詞] 
第５週： Lezione 4 [直説法現在・規則動詞] 
第６週： Lezione 5 [直説法現在・不規則動詞] 
第７週： Lezione 6 [人称代名詞] 
第８週： Lezione 7 [再起動詞] 
第９週： まとめ 
第10週： Lezione 8 [命令法] 
第11週： Lezione 9 [直説法近過去] 
第12週： Lezione 10 [直説法半過去・大過去] 
第13週： Lezione 11 [直説法未来・先立未来] 
第14週： Lezione 12 [受動態] 
第15週： テスト・フィードバック 

【後期】 
第１週： Lezione 13 [比較級・最上級] 
第２週： Lezione 14 [関係詞] 
第３週： Lezione 15 [ジェルンディオ・ceとne の解説] 
第４週： Lezione 16 [条件法] 
第５週： Lezione 17 [接続法] 
第６週： まとめ・テスト 
第７－14週： 遠過去および講読 
第15週：テスト・フィードバック 

学習の理解度に応じて、変更される場合がある。

イタリア語（初級４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語（初級４時間コース）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点　30% （とくに練習問題（宿題）の取り組み、小テスト、発音をみる） 
試験　　70% （各テストの平均点と最後のテストの点のうち、高いほうを採る） 

後期は、年度末のほか、教科書が一通り終わった段階でもテストを実施するので（後期第6週の予
定）、注意すること。

 [教科書]
杉本 裕之 『基礎イタリア語講座　－CD付き改訂版－』（朝日出版社）ISBN:978-4-255-55311-5

 [参考書等]
  （参考書）
 『伊和中辞典』（小学館）ISBN:4-09-515402-0
 『ポケットプログレッシブ　伊和・和伊辞典』（小学館）ISBN:4-09-506121-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
各課の終わりに教科書の練習問題を解いてもらうが、多くの場合これを宿題として課し、次の授業
の冒頭で解説する。また、新しい文法事項（特に動詞の活用）を学習した後は、予告した上で次の
時間に小テストを行う。 
予習は特に求めないので、復習に力を入れてほしい。 

（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。



西洋文化学系２０１

授業科目名
　<英訳>

イタリア語会話（中級）(語学)
Spoken Italian

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語 イタリア語

題目  Corso di conversazione in italiano (livello intermedio)

 [授業の概要・目的]
Il corso si propone lo sviluppo delle quattro abilità base della comunicazione (parlare, scrivere, leggere e 
ascoltare), con una particolare attenzione alla comunicazione orale.

 [到達目標]
Il corso applicherà ai vari aspetti della quotidianità italiana le nozioni grammaticali e sintattiche 
precedentemente studiate.

 [授業計画と内容]
Per lo scopo sopraddetto si ricorrerà all'ascolto di canzoni, alla visione di brevi spezzoni di film, alla lettura di 
articoli e fumetti dai principali quotidiani, siti e blog. È inoltre previsto il ripasso e l’approfondimento di 
alcune nozioni di sintassi e di grammatica della lingua italiana attraverso lo svolgimento di alcune 
esercitazioni scritte e orali.

 [履修要件]
Questo corso è rivolto agli studenti di italiano elementare e intermedio di tutte le facoltà.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale. Si richiede una partecipazione attiva da parte dello 
studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi settimanali. Inoltre, periodicamente saranno 
assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo. Al termine del corso, lo 
studente dovrà redigere una breve presentazione su uno degli argomenti trattati durante le lezioni.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Settimanalmente verranno assegnati allo studente degli esercizi preparatori alla lezione, da svolgere da solo, o 
in gruppo insieme agli altri partecipanti della classe. È richiesta la partecipazione attiva da parte dello 
studente al quale è richiesto di intervenire nelle discussioni di classe e di preparare una breve presentazione 
su un argomento a scelta tra quelli che saranno trattati durante le lezioni.

（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。


