
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

3100 001 系共通科目(西洋古典学) 講義 1-4 2 2 前期 金5 高橋　宏幸 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 CIESKO，Martin 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 水5 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 水5 若島　正 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 1-4 2 2 前期 木5 廣田・川島・若島・高橋・田口・中村・村瀬 西洋文化学系18

3131 003 西洋古典学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 CIESKO，Martin 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 高橋　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 高橋　宏幸 西洋文化学系21

3140 006 西洋古典学 演習 3-4 4 4 後期 水3.金3 CIESKO，Martin

3141 007 西洋古典学 演習 3-4 2 2 前期 水3 城江　良和 西洋文化学系22

3141 008 西洋古典学 演習 3-4 2 2 前期 月3 平山　晃司 西洋文化学系23

3151 009 西洋古典学 講読 2-4 2 2 前期 水4 高橋　宏幸 西洋文化学系24

3151 010 西洋古典学 講読 2-4 2 2 後期 水4 高橋　宏幸 西洋文化学系25

3151 011 西洋古典学 講読 2-4 2 2 前期 火2 山下　修一 西洋文化学系26

3151 012 西洋古典学 講読 2-4 2 2 後期 火2 山下　修一 西洋文化学系27

9614 111 西洋古典学 語学 2-4 2 4 通年 火5 早瀬　篤 学部共通科目 西洋文化学系28

9615 112 西洋古典学 語学 2-4 4 8 通年 月1.木1 広川　直幸 学部共通科目 西洋文化学系29

9644 113 西洋古典学 語学 2-4 2 4 通年 水1 勝又　泰洋 学部共通科目 西洋文化学系30

9645 114 西洋古典学 語学 2-4 4 8 通年 月2.金2 佐藤　義尚 学部共通科目 西洋文化学系31

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32

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33

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34

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35

3231 007 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月4 大平　陽一 西洋文化学系36

3241 008 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 後期 月4 Valerij Grecko 西洋文化学系37

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38

3241 010 スラブ語学スラブ文学 演習 3-4 2 2 後期 火5 中村　唯史 西洋文化学系39

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40

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41

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 露書講読 西洋文化学系42

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 露書講読 西洋文化学系43
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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44

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45

3251 019 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 前期 火4 服部　文昭 西洋文化学系46

3251 020 スラブ語学スラブ文学 講読 2-4 2 2 後期 火4 服部　文昭 西洋文化学系47

3251 021 スラブ語学スラブ文学 講読 3-4 2 2 前期 火5 小山　哲 ポーランド語講読 西洋文化学系48

3262 022 スラブ語学スラブ文学 外国語実習 3-4 2 1 前期 木3 Svetlana，Vinogradova 西洋文化学系49

3262 023 スラブ語学スラブ文学 外国語実習 3-4 2 1 後期 木3 Svetlana，Vinogradova 西洋文化学系50

9641 133 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 4 通年 木4 Bogna Sasaki 学部共通科目 西洋文化学系51

9642 134 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 2 前期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目 西洋文化学系52

9642 135 スラブ語学スラブ文学 語学 1-4 2 2 後期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目 西洋文化学系53

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54

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55

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56

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57

3331 007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 河崎　靖 西洋文化学系58

3331 008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 TRAUDEN，Dieter 西洋文化学系59

3331 009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 TRAUDEN，Dieter 西洋文化学系60

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61

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62

3331 012 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木5 青木　三陽 西洋文化学系63

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64

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65

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66

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67

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68

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69

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70

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71

3351 021 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 前期 月5 千田　まや 西洋文化学系72

3351 022 ドイツ語学ドイツ文学 講読 2-4 2 2 後期 月5 千田　まや 西洋文化学系73

3362 023 ドイツ語学ドイツ文学 外国語実習 2-4 2 1 前期 月3 TRAUDEN，Dieter 西洋文化学系74

3362 024 ドイツ語学ドイツ文学 外国語実習 2-4 2 1 後期 月3 TRAUDEN，Dieter 西洋文化学系75

3432 005 英語学英文学 特殊講義 2-4 1 1 前期 水2 家入　葉子 西洋文化学系76

3431 006 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系77

3431 007 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系78

3431 008 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 森　慎一郎 西洋文化学系79

3431 009 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 若島　正 西洋文化学系80

3431 010 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81

3431 011 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82

3431 012 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83

3431 013 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84

3431 014 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木4 西村　秀夫 西洋文化学系85

3431 015 英語学英文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木4 西村　秀夫 西洋文化学系86

3431 016 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 017 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月5 金澤　哲 西洋文化学系88
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3431 018 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火1 メドロック　麻弥 西洋文化学系89

3431 019 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 里内　克巳 西洋文化学系90

3431 020 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91

3431 021 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 GALLIMORE，Daniel John 西洋文化学系92

3431 022 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 GALLIMORE，Daniel John 西洋文化学系93

3431 023 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 Karin L. Swanson 西洋文化学系94

3431 024 英語学英文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水1 Karin L. Swanson 西洋文化学系95

3431 025 英語学英文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 西村　義樹 西洋文化学系96

3431 026 英語学英文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 小林　久美子 西洋文化学系97

3441 027 英語学英文学 演習Ｉ 2-4 2 2 前期 木2 家入　葉子 西洋文化学系98

3441 028 英語学英文学 演習Ｉ 2-4 2 2 後期 木2 家入　葉子 西洋文化学系99

3441 029 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 金1 廣田　篤彦 西洋文化学系100

3441 030 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 金1 廣田　篤彦 西洋文化学系101

3441 031 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 水3 若島　正 西洋文化学系102

3441 032 英語学英文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 水3 森　慎一郎 西洋文化学系103

3444 033 英語学英文学 演習II 4-4 2 2 前期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系104

3444 034 英語学英文学 演習II 4-4 2 2 後期 水3 佐々木　徹 西洋文化学系105

3451 035 英語学英文学 講読 2-4 2 2 前期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系106

3451 036 英語学英文学 講読 2-4 2 2 後期 水2 廣田　篤彦 西洋文化学系107

3451 037 英語学英文学 講読 2-4 2 2 前期 火5 若島　正 西洋文化学系108

3451 038 英語学英文学 講読 2-4 2 2 後期 火5 森　慎一郎 西洋文化学系109

3451 039 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110

3451 040 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111

3462 041 英語学英文学 外国語実習 2-4 2 1 前期 木2 LUDVIK，Catherine 西洋文化学系112

3462 042 英語学英文学 外国語実習 2-4 2 1 後期 木2 LUDVIK，Catherine 西洋文化学系113

3462 043 英語学英文学 外国語実習 2-4 2 1 前期 月3 Stephen Gill 西洋文化学系114

3462 044 英語学英文学 外国語実習 2-4 2 1 後期 月3 Stephen Gill 西洋文化学系115

3531 003 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 森　慎一郎 西洋文化学系116

3531 004 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 若島　正 西洋文化学系117

3532 005 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 1 前期 水2 家入　葉子 西洋文化学系118

3531 006 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 廣田　篤彦 西洋文化学系119

3531 007 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系120

3531 008 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121

3531 009 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122

3531 010 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123

3531 011 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124

3531 012 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月5 金澤　哲 西洋文化学系125

3531 013 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火1 メドロック　麻弥 西洋文化学系126

3531 014 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 里内　克巳 西洋文化学系127

3531 015 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128

3531 016 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木4 西村　秀夫 西洋文化学系129

3531 017 アメリカ文学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木4 西村　秀夫 西洋文化学系130

3531 018 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131

3531 019 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 GALLIMORE，Daniel John 西洋文化学系132

3531 020 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 GALLIMORE，Daniel John 西洋文化学系133
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生

週
時
間

単
位

科　目　名

3531 021 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 Karin L. Swanson 西洋文化学系134

3531 022 アメリカ文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水1 Karin L. Swanson 西洋文化学系135

3531 023 アメリカ文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 小林　久美子 西洋文化学系136

3531 024 アメリカ文学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 西村　義樹 西洋文化学系137

3541 025 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 水3 若島　正 西洋文化学系138

3541 026 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 水3 森　慎一郎 西洋文化学系139

3541 027 アメリカ文学 演習Ｉ 2-4 2 2 前期 木2 家入　葉子 西洋文化学系140

3541 028 アメリカ文学 演習Ｉ 2-4 2 2 後期 木2 家入　葉子 西洋文化学系141

3541 029 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 金1 廣田　篤彦 西洋文化学系142

3541 030 アメリカ文学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 金1 廣田　篤彦 西洋文化学系143

3544 031 アメリカ文学 演習II 4-4 2 2 前期 水4 森　慎一郎 西洋文化学系144

3544 032 アメリカ文学 演習II 4-4 2 2 後期 水4 若島　正 西洋文化学系145

3551 033 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 前期 火5 若島　正 西洋文化学系146

3551 034 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 後期 火5 森　慎一郎 西洋文化学系147

3551 035 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 前期 火3 佐々木　徹 西洋文化学系148

3551 036 アメリカ文学 講読 2-4 2 2 後期 水2 廣田　篤彦 西洋文化学系149

3551 037 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150

3551 038 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151

3562 039 アメリカ文学 外国語実習 2-4 2 1 前期 木2 LUDVIK，Catherine 西洋文化学系152

3562 040 アメリカ文学 外国語実習 2-4 2 1 後期 木2 LUDVIK，Catherine 西洋文化学系153

3562 041 アメリカ文学 外国語実習 2-4 2 1 前期 月3 Stephen Gill 西洋文化学系154

3562 042 アメリカ文学 外国語実習 2-4 2 1 後期 月3 Stephen Gill 西洋文化学系155

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156

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157

3631 007 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158

3631 008 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159

3631 009 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 Guillaume PERRIER 西洋文化学系160

3631 010 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 Guillaume PERRIER 西洋文化学系161

3631 011 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 王寺　賢太 西洋文化学系162

3631 012 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 王寺　賢太 西洋文化学系163

3631 013 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 森本　淳生 西洋文化学系164

3631 014 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月5 塩塚　秀一郎 西洋文化学系165

3631 015 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 塩塚　秀一郎 西洋文化学系166

3631 016 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167

3631 017 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168

3631 018 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 小栗栖　等 西洋文化学系169

3631 019 フランス語学フランス文学 特殊講義 3-4 2 2 前期 集中 小栗栖　等 西洋文化学系170

3640 020 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171

3647 021 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172

3647 022 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173

3645 023 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174

3645 024 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175

3645 025 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 前期 木4 Guillaume PERRIER 西洋文化学系176

3645 026 フランス語学フランス文学 演習 3-4 2 2 後期 木4 Guillaume PERRIER 西洋文化学系177

3651 027 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 月3 永盛　克也 西洋文化学系178
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3651 028 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179

3651 029 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 木2 森本　淳生 西洋文化学系180

3651 030 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 後期 月3 鳥山　定嗣 西洋文化学系181

3651 031 フランス語学フランス文学 講読 2-4 2 2 前期 金2 多賀　茂 西洋文化学系182

3662 032 フランス語学フランス文学 外国語実習 2-4 2 2 通年 火4 Guillaume PERRIER 西洋文化学系183

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184

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185

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186

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187

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188

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189

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190

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191

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192

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 伊書講読 西洋文化学系193

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 伊書講読 西洋文化学系194

3762 013 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 3-4 2 2 通年 火3 Marco Daniele LIMONGELLI 西洋文化学系195

9622 115 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 2 4 通年 火4 小西　咲子 学部共通科目 西洋文化学系196

9623 116 イタリア語学イタリア文学 語学 2-4 2 4 通年 火5 小西　咲子 学部共通科目 西洋文化学系197

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 菅野　類 学部共通科目 西洋文化学系198

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 学部共通科目 西洋文化学系199



西洋文化学系1

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  語りとしてのギリシア神話

 [授業の概要・目的]
ギリシア神話とはどのような人々によって、どのような言葉で、どのような技法をもって語られた
かについて考える。 

 [到達目標]
ギリシア神話の文学性について理解を深める。
ギリシア神話に詩人や作家がそれぞれ加えた創意工夫を味わう。

 [授業計画と内容]
神話は一般に口承伝統の中で生まれ、民族固有のものと言われながら、ギリシア神話は書承文化の
中でも豊かな創造性を発揮し続けただけでなく、ギリシアからローマへ民族や言語の壁を越えて活
力を失わなかった。そうして受け継がれたギリシア神話の魅力と生命力を「語り」という観点から
捉え、「語り」の諸相を邦訳テキストに即して見ていく。

第1回　イントロダクション：神話とはどのようなものか
第2回～第3回　神話はどのように語られるか（ミュートス、エポス、ロゴス）
第4回～第6回　神話はどのように伝承されるか（ムーサ、口承伝統、書承）
第7回～第12回　神話の表現技法（範例、カタロゴス、エクプラシス、照応）
第13回～第14回　神話の変容（詩論的モデル、政治的プロパガンダの範型）
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：70％
平常点：30％

 [教科書]
使用しない

系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
高橋宏幸 『ギリシア神話を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:9784790711612

 [授業外学習（予習・復習）等]
ホメーロス『イーリアス』『オデュッセイア』、ギリシア悲劇の主要作品、ウェルギリウス『アエ
ネーイス』、オウィディウス『変身物語』に触れておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



西洋文化学系2

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   英語 

題目  History of Greek Drama

 [授業の概要・目的]
You will become acquainted with the masterpieces of Greek drama, especially Tragedy but we will also 
briefly introduce Comedy. You will read a few pieces and, more importantly, watch some recorded 
performances.

 [到達目標]
The goal is to introduce the best Greek drama has to offer and to see how Greeks of the Classical Era viewed 
life, heroism, fate and their place in the world.

Theatre was celebrated by the whole city of Athens, it was a truly democratic cultural event where politics,
philosophy, religion and the rule of law were discussed in the open - the contrast with Japan's diminishing 
democracy and political discourse could not be greater. This too will hopefully lead to a lively debate and an 
increased awareness of the relationship between art and politics.

 [授業計画と内容]
The course will be conducted in English.
1. Introduction to Greek theatre.
2-15 We will discuss the following plays (and watch a few performances on DVD):
Aeschylus' Oresteia
Sophocles' Theban cycle (Oedipus and Antigone)
Euripides Medea, Trojan Women
Aristophanes' political plays

 [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

 [授業外学習（予習・復習）等]
Read a few plays in translation.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



西洋文化学系3

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代ロシア文化概説Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシアの文学・思想は、近代日本の文学や思想に多大な影響を与えてきました。チェーホフの戯
曲の上演回数は、ロシア本国に次いで世界第二位であり、トルストイやドストエフスキーは大正か
ら昭和にかけて、もっとも読まれた作家に属していました。その人気は現代にまで続いています。
　しかし、ロシアの文学や思想が、どのような文化伝統の中で形成され、どのような状況の中で形
成されてきたのかについては、必ずしも十分に理解されてきたわけではありません。
　主要な幾つかのトピックに重点を置いて、18世紀末の近代ロシア文学の形成から1880年頃までの
ロシア文学・思想・絵画の流れを、できるだけ体系的に概観していきます。

 [到達目標]
1）近代ロシアの文学・思想・絵画についての知識と理解を得る。
2）欧米文化共通の特徴である作品・ジャンル・国の枠を超えた交差を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回：はじめに

第2－3回：近代以前のロシア文化の流れ
東方正教、コサック・古儀式派の発生、ペテルブルグ建設など

第4－13回：以下の３つの系譜を軸に、時代を追って19世紀ロシア文学・思想を概観します。

１）自己意識の鏡としてのペテルブルグ神話の系譜：
プーシキン『青銅の騎士』、ゴーゴリ『外套』『鼻』、ドストエフスキーのペテルブルグほか

２）ロシア文化における「他者」としてのコーカサス表象の系譜：
プーシキン『コーカサスの虜』、レールモントフ『現代の英雄』他、トルストイ『コサック』ほか

３）「ロシア的自然」の系譜：
プーシキン、レールモントフの詩、ツルゲーネフ『猟人日記』、トルストイ『戦争と平和』『アン
ナ・カレーニナ』、移動派絵画展ほか

第14回：農奴解放令以後の文学と社会状況

第15回：まとめ

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。

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(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]
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



西洋文化学系4

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代ロシア文化概説Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　ロシアの文学・思想は、近代日本の文学や思想に多大な影響を与えてきました。チェーホフの戯
曲の上演回数は、ロシア本国に次いで世界第二位であり、トルストイやドストエフスキーは大正か
ら昭和にかけて、もっとも読まれた作家に属していました。その人気は現代にまで続いています。 
　しかし、そのようなロシア文学への関心は、おおむね19世紀末までに留まり、20世紀の文学や文
化がどのように展開してきたのかは、日本ではほとんど知られていないと言っても過言ではありま
せん。 
　この講義では、19世紀末から20世紀に入り、ソ連期を経て、その崩壊後の文化状況までを概観し
ます。

 [到達目標]
1）20世紀ロシア（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]
第1回：はじめに

第2－5回：19世紀末から20世紀初頭の文学・絵画・思想
象徴主義（イヴァノフ、ソログープほか）、リアリズム文学（ゴーリキー、チェーホフほか）、近
代ロシア絵画の展開（クインジー、レヴィタン、ヴルーべリ、シャガール、マレーヴィチほか）

第6－8回：「ロシア・アヴァンギャルド」の季節
ロシア・フォルマリズム（「異化」とその通時的展開）、未来派の文学と絵画（超意味言語詩、無
対象絵画）、建設や映画の展開（タトリン、エイゼンシュテイン、ジガ・ヴェルトフ、モンタージ
ュほか）

第9－13回：ソ連期の文学・思想・文化
文学：ザミャーチン、フールマノフ、バーベリ、ブルガーコフ、ベルゴーリツほか
思想：全一性の詩学、規範としての社会主義リアリズムとその溶融
映画：タルコフスキー、シェンゲラーヤ、ゲルマンほか

第14回：ソ連崩壊後の文化状況（ペレーヴィン、ソローキン、ウリツカヤほか）

第15回：まとめ

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。

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(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]
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



西洋文化学系5

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  映画でみるドイツ文学

 [授業の概要・目的]
この授業では、18世紀から現代へといたるドイツ文学の作品を毎回１篇ずつ取り上げて、その成立
背景や読みどころについて解説するとともに、その作品をもとにした映画作品の一部を鑑賞する。
原作と映画を比較しながら、文学作品の映画化をめぐる諸問題についても考えてみたい。

 [到達目標]
ドイツ文学の作家と作品にかんする知識と理解を深めるとともに、文学と映画という二つの芸術ジ
ャンルのあいだの相互関係を、具体的な実例にそくして学ぶ。

 [授業計画と内容]
取り上げる予定の作家と作品は、次の通り。
１　はじめに
２　ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』
３　ゲーテ『ファウスト第一部』
４　クライスト『Ｏ侯爵夫人』
５　ビューヒナー『ヴォイツェク』
６　マン『ヴェニスに死す』
７　カフカ『審判』
８　シュニッツラー『夢小説』
９　グラス『ブリキの太鼓』
10　エンデ『モモ』
11　ジュースキント『香水』
12　シュリンク『朗読者』
13　メルシエ『リスボンへの夜行列車』
14　ヴェルメシュ『帰ってきたヒトラー』
15　まとめ

 [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。

系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学)(講義)(2)

 [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]
授業で取り上げた作品をできるだけ自分で読み、DVDなどで映画も観てみること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学に描かれた「他者」像

 [授業の概要・目的]
　民族・文化・宗教などを異にする「他者」を描くことは、古今東西の文学にとって重要なテーマ
であり続けてきた。ドイツ文学においても、18世紀の啓蒙主義の時代から現代に至るまで、「オリ
エント」のイスラム世界、アジアやアフリカ、南太平洋の「野蛮人」などの姿が多様に描かれてき
た。ただし、そこで描かれた像は、ともすれば現実の他者の姿を暴力的にゆがめるものであり、そ
れは他者を不当に貶める場合と、理想化して礼賛する場合の両方について言える。その問題性につ
いて意識しながら、「他者」を描いたドイツ文学の作品を読む。

 [到達目標]
１．ドイツ文学に描かれた「他者」の系譜を、それぞれの時代の文化的な背景とともに知る
２．「他者」の像を描くことにまつわる暴力性の問題について考える

 [授業計画と内容]
【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　イントロダクション――「他者」とは誰か
第２回　カンペ『新ロビンソン物語』①
第３回　カンペ『新ロビンソン物語』②
第４回　レッシング『賢者ナータン』
第５回　ノヴァーリス『青い花』
第６回　クライスト『サント＝ドミンゴ島の婚約』
第７回　シャミッソー『影のない男』／E・T・A・ホフマン『ハイマトカーレ』
第８回　ドロステ＝ヒュルスホフ『ユダヤ人のブナの木』
第９回　シュティフター『石さまざま』
第10回　ハインリヒ・ホフマン『もじゃもじゃペーター』
第11回　カール・マイ『ヴィネトゥー』
第12回　カール・クラウス『万里の長城』／カフカ『万里の長城が築かれたとき』
第13回　エンデ『ジム・ボタンの機関車大冒険』
第14回　ダニエル・ケールマン『世界の測量』
第15回　まとめ――「他者」表象は可能か？

 [履修要件]
特になし

系共通科目(ドイツ語学ドイツ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(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]
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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、『古英語・中英語初歩』から古英語テキストのいくつかを講読し、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『はじめての英語史』を読み、同時に『古英語・中
英語初歩』の講読も行います。『はじめての英語史』については原則として講義形式で進め、『古
英語・中英語初歩』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～14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、発音・綴
り字・語形などを中心に、講義およびテキストの講読

なお、英語史Ａでは、『はじめての英語史』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]
堀田隆一 『はじめての英語史』（研究社）
市河三喜・松浪有 『古英語・中英語初歩』（研究社）

系共通科目(英語学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義A)(2)

 [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）
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htm にも参考情報あります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(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。古英語テキストは、事前に予習をしてから授業
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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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、『古英語・中英語初歩』から中英語テキストのいくつかを講読し、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]
　英語史についての基本的な知識を学ぶために『はじめての英語史』を読み、同時に『古英語・中
英語初歩』の講読も行います。『はじめての英語史』については原則として講義形式で進め、『古
英語・中英語初歩』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～14回　英語の統語・語彙・方言などを中心に、講義およびテキストの講読

なお、英語史Ｂでは、『はじめての英語史』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、『はじめての英
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（20%）およびレポート（80%）によって評価を行います。

系共通科目(英語学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義B)(2)

 [教科書]
堀田隆一 『はじめての英語史』（研究社）
市河三喜・松浪有 『古英語・中英語初歩』（研究社）

 [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）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htm にも参考情報あります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(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、事前に予習をしてから授業
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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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世紀の韻文）

 [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。今学期は韻文の形式の歴史を、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世紀の韻文を、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．文学ジャンルと形式の関係
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2-3週を当てる。
１. 頭韻 (alliteration)
２．脚韻(rhyme)の英文学への導入
３．ソネット形式 (sonnets)
４．ブランク・ヴァース (blank verse)
５．英雄対韻句 (heroic couplets)

扱う予定の作品の内、主要なものは以下の通り、
Beowulf
William Langland, Piers Plowman
Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales
Edmund Spenser, Amoretti
William Shakespeare, The Sonnets
---. Henry V
John Milton, Paradise Lost
John Dryden, Astraea Redux
Alexander Pope, The Rape of the Lock

フィードバックについては授業中に指示をする。

系共通科目(英文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英文学)(講義A)(2)

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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]
到達目標の達成度に基づき、学期末に提出してもらうレポートによって評価する。

系共通科目(英文学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  水5

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]
以下の内容を順次扱っていく予定。
１．イントロダクション
２．植民地時代から独立期まで（Franklin他）
３．初期の小説（C.B. Brown, Irving, Cooper他）
４．Edgar Allan Poe
５．超越主義（Emerson, Thoreau他）
６．Nathaniel Hawthorne
７．Herman Melville
８．WhitmanとDickinson
９．Mark Twain
10．Henry James
11．自然主義（Norris, Dreiser他）
12．WhartonとCather
13．F. Scott Fitzgerald
14．Ernest Hemingway

 [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。

系共通科目(アメリカ文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(アメリカ文学)(講義B)
American Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 若島　正

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

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]
以下のジャンルに分けて概説する。

第１-9回　小説
第10-11回 大衆小説
第12-13回 詩
第14回 批評

授業はすべて講義形式で行われる。

 [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％）+レポート（50％）で評価する。
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を読んで自由に論じるというもの。A４サイズ２枚
程度。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

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．ソシュールと言語学の基本概念
３．フィクションの構造　
４．直説法半過去の物語機能　
　　

 [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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（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

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

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．話法と内的独白
２．視点の問題
３．映し手と語り手
４．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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス文学における「嫉妬」のテーマ

 [授業の概要・目的]
フランス文学における「嫉妬」のテーマの諸相について考察する。
フランス文学の特徴の一つといえる繊細な心理分析とその表現手法をフランス文学の伝統の中に位
置づけて理解することを目的とする。

 [到達目標]
フランス文学の特質を理解すること、および文学作品の分析の具体的な手法を習得することを目標
とする。

 [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　「嫉妬」の定義　情念論の中の位置付け
第２回　ルネ・ジラールの「模倣的欲望」理論
第３回　西洋文学における「嫉妬」のテーマ（１）シェークスピア
第４回　西洋文学における「嫉妬」のテーマ（２）トルストイ　他
第５回　古典主義喜劇における「嫉妬」－モリエール
第６回　古典主義喜劇における「嫉妬」－マリヴォー
第７回　古典主義悲劇における「嫉妬」－ラシーヌ
第８回　古典主義小説における「嫉妬」－ラファイエット夫人
第９回　19世紀小説における「嫉妬」－スタンダール
第１０回　19世紀小説における「嫉妬」－フロベール
第１１回　20世紀小説における「嫉妬」－プルースト（１）
第１２回　20世紀小説における「嫉妬」－プルースト（２）
第１３回　20世紀小説における「嫉妬」－ロブ＝グリエ
第１４回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（１００％）

系共通科目(フランス文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(フランス文学)(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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目(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

  2017・
   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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

准教授 文学研究科 廣田　篤彦
准教授 文学研究科 川島　隆
教授 文学研究科 若島　正
教授 文学研究科 高橋　宏幸
教授 文学研究科 田口　紀子
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

  2017・
   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、アメリカ文学等の作品をそれぞれ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13日、20日、西洋古典文学、高橋）：オウィディウス『変身物語』（岩波文
庫）
第３週～第４週（4月27日、5月11日、イタリア文学、村瀬）：ダンテ『神曲』（講談社学術文庫、
河出文庫）
第５週～第６週（5月18日、5月25日、フランス文学、田口）：ギユラーグ『ポルトガル文』（筑摩
文学の森第1巻　『美しい恋の物語』）
第７週～第８週（6月１日、6月8日、英文学、廣田）：シェイクスピア『ハムレット』（新潮、ち
くま、岩波、角川各文庫、白水社等）
第９週（6月15日、アメリカ文学、若島）：エドガー・アラン・ポオ『ポオ小説全集』（創元推理
文庫）
第10週（6月22日、ロシア文学、中村）：プーシキン『ベールキン物語』（光文社古典新訳文庫）
第11週～第12週（6月29日、7月6日、ドイツ文学、川島）：カフカ『変身』『訴訟（審判）』（集
英社文庫「ポケットマスターピース01 カフカ」、岩波文庫等）
第13週（7月13日、ラテンアメリカ文学、若島）：ボルヘス『伝奇集』（岩波文庫）
第14週（7月20日、チェコ文学、中村）：ヴァイル『星のある生活』（恒文社）
第15週（7月27日、中村）：まとめ

 [履修要件]
特になし

西洋文学入門(講義)  (2)へ続く↓↓↓



西洋文学入門(講義)  (2)

 [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]
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://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/210188/1/seiyobungaku_hyakunen.pdf#page=2(「
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋古典学（特殊講義）
 

  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  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Aristophanes, Thesmophoriazusae

 [授業の概要・目的]
We will be reading a comedy by Aristophanes, paying particular attention to the comic language and literary 
parody of Euripidean Tragedy. We will also touch upon the interesting topic of the position of women in 
Athens and their portrayal in both Comedy and Tragedy.  

 [到達目標]
Students who finish the course will be able to read with some degree of facility other plays by Aristophanes 
and will also gain a deeper understanding of the inner workings of a comic play, as well as the intellectual 
debate going on in Athens concerning Euripides.

 [授業計画と内容]
Depending on the level of the class, we will be progressing at a speed of between 30 and 80 lines per week. 
Students will use the up-to-date Commentary by C. Austin and S. D. Olson. At times, they will be asked to 
read extracts from Euripides.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
C. Austin, S.D. Olson  『Aristophanes, Thesmophoriazusae』（Oxford 2004）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be reading the text of the play as well as the commentary before each class. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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3巻と
第4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3巻1-566行
第15回　第3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4巻1-566行
第30回　第4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. 2, Books III-IV』（Cambridge UP）ISBN:0521346789
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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13巻778行より始めて、毎回70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4回　第13巻778-968行（Galatea-Polyphemusの物語など）
第5回~第16回　第14巻1-851行（トロイア戦争後の諸逸話、ローマ建国神話など）
第17回~第29回　第15巻1-879行（Pythagorasの教え、Casarの神格化の物語など）
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 XIII - XV』（Aris & Phillips）ISBN:9780856687334

 [参考書等]
  （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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

四天王寺大学　　　
人文社会学部 教授 城江　良和

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トゥキュディデス「歴史」

 [授業の概要・目的]
「歴史」を第１巻の初めから、受講者が訳読する。それによりギリシア語の正確な理解力を養うこ
とを目的とする。難解で知られる文章であり、ていねいに構文を確認しながら読み進めたい。また
受講者の関心に応じて、他の文献も検討しながら、歴史的問題点を学生課題として採り入れる場合
もある。

 [到達目標]
アッティカ散文の読解力を向上させること。とくに演説文のレトリックに習熟すること。

 [授業計画と内容]
毎回、ＯＣＴの２～３ページを目安とする。
第１回　導入。参考文献の紹介。試し読み。
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ギリシア語の初級程度の読解力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業の出席状況および予習状況を平常点とし、それにより評価する。学期末試験は行わない。

 [教科書]
H.S.Jones,J.E.Powell 『Thucydides,Historiae,Tomus Prior,Oxford Classical Texts』（Oxford UP）
これを標準テキストとするが、各自用意できるものでもよい。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、指定された部分をあらかじめ読んでおき、不明な点や疑問点を確認しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ルーキアーノス『レクシパネース』

 [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]
ルーキアーノスの文芸批評的諸作品の中で、とりわけ異彩を放つ対話篇『レクシパネース』を読む。

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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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71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71章～　デュッラキオン近郊の戦いのあとからパルサーロスの戦いを経てアレ
クサンドリアでのポンペイウス暗殺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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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、作者不詳『アレクサンドリア戦記』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　アレクサンドリア市街戦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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 山下　修一

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読

 [授業の概要・目的]
　古代ギリシア語の初級文法を学習した者を対象に、クセノポーン『アナバシス』の精読を通して、
古代ギリシア語の基礎力を養成する。

 [到達目標]
　既習のギリシア語文法を確認しながら、辞書・文法書・注釈書を用いて、平易なギリシア語散文
を読む力を養う。

 [授業計画と内容]
　クセノポーンの平明な散文を読むことで、今後の原典講読に必要とされる古代ギリシア語の読解
力を養成することを目指す。そのために、テクストに沿って文法事項の復習をおこなう一方、辞書
・文法書・注釈書の活用法の習得と語彙の増強を図りながら、原文を精読する。
　授業は、出席者に訳読をしてもらう形式で進める。毎回２～３ページを読み進める予定である。
参加者には、予習はもちろん、毎回の授業の復習が求められる。
　初回の授業では、授業の進め方や履修にあたっての注意点を説明する。また、テクストや注釈書
の使用方法を説明する。第２回の授業から読解を進めていく。

第１回　イントロダクション
第２回～第１４回　読解
第１５回　フィードバック（まとめ）

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価。（必要に応じて学期末テストを行う予定である。）

 [教科書]
E. C. Marchant (ed.) 『Xenophontis Opera Omnia, Ⅲ Expeditio Cyri』（Oxford University Press）ISBN:
9780198145547（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Maurice W. Mather, Joseph Hewitt  『Xenophon's Anabasis: Book 1-4』（University of Oklahoma Press）
ISBN:9780806113470
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 山下　修一

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読  

 [授業の概要・目的]
　古代ギリシア語の初級文法を学習した者を対象に、クセノポーン『饗宴』の精読を通して、古代
ギリシア語読解の基礎力を養成する。

 [到達目標]
　既習のギリシア語文法を確認しながら、辞書・文法書・注釈書を用いて、平易なギリシア語散文
を読む力を養う。

 [授業計画と内容]
クセノポーンの平明な散文を読むことで、今後の原典講読に必要とされる古代ギリシア語の読解力
を養成することを目指す。そのために、テクストに沿って文法事項の復習をおこなう一方、辞書・
文法書・注釈書の活用法の習得と語彙の増強を図りながら、原文を精読する。 
　授業は、出席者に訳読をしてもらう形式で進める。毎回２～３ページを読み進める予定である。
参加者には、予習はもちろん、毎回の授業の復習が求められる。 
　初回の授業では、授業の進め方や履修にあたっての注意点を説明する。また、テクストや注釈書
の使用方法を説明する。第２回の授業から読解を進めていく。 

第１回　イントロダクション 
第２回～第１４回　読解 
第１５回　フィードバック（まとめ）

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価。（必要に応じて学期末テストを行う予定である。）

 [教科書]
E. C. Marchant (ed.)  『Xenophontis Opera Omnia, Ⅱ』（Oxford University Press）ISBN:9780198145530
（テクスト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Anthony J. Bowen 『Xenophon Symposium (Classical Texts)』（Liverpool Univ Press）ISBN:
9780856686825
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 早瀬　篤

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語（２時間コース）  

 [授業の概要・目的]
古典ギリシア語（アッティカ方言）の基礎を学ぶ。アルファベットの学習からはじめて、基本語彙
を覚えるとともに、活用・語形変化を中心とする初級文法を習得することを目指す。古典ギリシア
語についての一般的知識を獲得することではなく、古典ギリシア語文献を直接に読解するための準
備をすることが狙いである。履修者は、この授業に最後まで参加することによって、翌年以降講読
や演習の授業について行くために十分なギリシア語力を身につけることができるだろう。 
　古典ギリシア語で書かれた文学・哲学・科学に関する主要著作は独創的であり、それ自体興味深
いだけでなく、その絶大な影響によって、西洋の文化・思想・科学をその根源から学ぼうとすると
きにさまざまな局面で役に立つ。古典ギリシア語の初歩を習得することは、この言語そのものに関
心を持つ学生だけでなく、西洋の文学・哲学・歴史・科学の研究を志す学生全般にとって、重要な
知識を提供するだろう。

 [到達目標]
・古典ギリシア語の文字を正しく発音できるようになるところからはじめて、複雑な文であっても、
辞書や注釈を利用することによって理解できるようになるところまで進む。
・古典ギリシア語による購読や演習の授業に参加するために十分な語学力を身につけることができ
る。

 [授業計画と内容]
全70課ある教科書を、授業一回あたり3課ずつ進めて、最後まで終える予定。毎回の授業では、練
習問題 (希文和訳・和文希訳) の答え合わせと解説が中心となる。また、初級文法は複雑に変化する
活用・語形変化の暗記が中心となるので、毎回の授業で小テストによる確認を行う (成績には反映
しない) ほか、2, 3回、習熟度をはかる確認テストを実施する。具体的なスケジュールは以下の通り。
 

第１回　　ギリシア語のアルファベットと発音・アクセント（教科書１～２課） 
第２回　　動詞変化、現在直説法能動相など（教科書３～５課） 
第３回　　未来直説法能動相など（教科書６～８課） 
第４回　　未完了過去直説法能動相など（教科書９～１１課） 
第５回　　前置詞など（教科書１２～１４課） 
第６回　　指示代名詞および強意代名詞など（教科書１５～１７課） 
第７回　　疑問代名詞および不定代名詞など（教科書１８～２０課） 
第８回　　人称代名詞など（教科書２１～２３課） 
第９回　　第二アオリスト直説法能動相および受動相など（教科書２４～２６課） 
第１０回　能相欠如動詞など（教科書２７～２９課） 
第１１回　黙音幹動詞の完了諸形、直説法中・受動相など（教科書３０～３１課） 
第１２回　流音幹動詞のアオリスト、未来、現在完了など（教科書３２～３４課） 
第１３回　接続法中動相および受動相など（教科書３５～３７課） 
第１４回　約音動詞の接続法など（教科書３８～４０課） 
第１５回　関係代名詞など（教科書４１～４２課） 

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)

第１６回　希求能動相など（教科書４３～４５課） 
第１７回　分詞など（教科書４６～４８課） 
第１８回　補語的に用いられる分詞など（教科書４９～５１課） 
第１９回　形容詞の比較など（教科書５２～５４課） 
第２０回　普遍的または反復的想定をあらわす条件文など（教科書５５～５７課） 
第２１回　命令法中動および受動相など（教科書５８～６０課） 
第２２回　間接話法など（教科書６１～６３課） 
第２３回　否定詞など（教科書６４～６６課） 
第２４回　特別な動詞の変化など（教科書６７～６９課） 
第２５回　特別な動詞の変化など（教科書７０課） 
第２６回　テクスト講読 (1) 
第２７回　テクスト講読 (2) 
第２８回　テクスト講読 (3)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は平常点によって算出し、その内訳は授業への参加度70%、確認テスト30%とする。

 [教科書]
田中美知太郎・松平千秋 『ギリシア語入門・新装版』（岩波書店）ISBN:9784000225892（旧版の田
中美知太郎・松平千秋『ギリシア語入門改訂版(岩波全書137)』(岩波書店)でも可）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、授業前に練習問題を解き、小テストのために活用・語形変化をいくつか暗記する必要がある。
授業の予習には最低５時間程度必要だと思われる。

（その他（オフィスアワー等））
　授業に参加するためには、活用・語形変化を暗記すること、そして毎回の練習問題を解くことに
かなりの準備をすることが必要である。また、文法事項の解説は授業で行うが、時間の制約上十分
な解説が行えないために、各自で教科書を熟読する必要がある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  月1,木1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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２８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２９回～第３８回　前期と同様に教科書の続きを学ぶ。 
第３９回～第５６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]
毎回、十分に復習と予習をしたうえで出席すること。具体的なことは、授業中に詳しく指示する。

（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。
授業の初めに前回の復習をするので、遅刻をしないこと。
遅刻は３回につき欠席１回とみなす。また、３０分以上の遅刻は欠席とみなす。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 勝又　泰洋

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（2時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語は、古代ローマ世界で使用されていた言語である。また、中世から近世にかけては、学術
公用語としても用いられていた。イタリア語やフランス語など、いわゆる「ロマンス語」の源とな
っているのもこの言語である。本授業では、ヨーロッパ文化においてきわめて重要なこのラテン語
の基礎文法を学ぶ。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実際の文章を読んでいくための準備を整えたい。 

 [到達目標]
ラテン語の文化的価値など、その概略を知ったうえで、語形変化のシステムと基本語彙を覚え、そ
れらをある程度運用できるようになる。

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課・82節（＋付録分の2節））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。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もらいたい。 

［前期］
第1回～第14回：教科書第1節～第42節
第15回：前期定期試験 
［後期］
第16回～第29回：教科書第43節～第82節
第30回：後期定期試験

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。なお、授業で説明した事項への習熟度を確認するため、毎回小テストを実施する。

 [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（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。

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)

 [教科書]
中山恒夫 『標準ラテン文法』（白水社）ISBN:9784560017616

 [参考書等]
  （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。 

（その他（オフィスアワー等））
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  月2,金2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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ことを目的とする．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30点，試験70点で評価する．

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．

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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（週に２回の授業で少なくとも２セメスター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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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（週に２回の授業で４セメスター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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヨシフ・ブロツキー研究   

 [授業の概要・目的]
　ヨシフ・ブロツキー（1940-1996）は、ソ連のレニングラード出身の詩人です。米国に亡命した
後も活発に創作を続け、1987年にはノーベル文学賞を受賞しました。詩は最後までロシア語で書き
ましたが、エッセイ等の散文は英語で書きました。形而上学詩の伝統を現代にまで受け継いだ稀有
の詩人として、今なお世界的に高く評価されています。 
　この授業では、ブロツキーが故郷レニングラードと、かつてペテルブルグと呼ばれたこの街をめ
ぐる文学的記憶（ロシア文学の所謂「ペテルブルグ神話」の系譜）を主題とした英文エッセイ『改
名された街の案内』(A Guide to a Renamed City. 1979）を詳細に読解した後、彼のいくつかの詩を、
ロシア語原文と、著者自身の監修による英訳とを対照しつつ、読んでいきます。  

 [到達目標]
1）現代ロシア詩を代表するブロツキーについての知識を得、理解を深める。 
2）ロシア語詩とその英訳との比較対象を通じて、世界文学の多言語・多文化状況に触れる。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
　ブロツキーについて概略を説明します。 
第2－9回　英文エッセイ『改名された街の案内』精読 
　英文を訳していくとともに、その中で言及・示唆されているロシア文学の「ペテルブルグ神話」
への考察と理解を深めます。 
第10－14回　ブロツキーの詩の研究 
　ロシア語原文と著者監修英訳との比較対象を通じて、ブロツキーの詩を考察していきます。 
第15回　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]
ロシア語と英語のどちらかは理解できること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み50％、期末レポート50％で評価します。

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)

 [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、英語の知識がある受講生には英語テ
キストの翻訳を求めます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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

 [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、プー
シキン、レールモントフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、バーベリ、ザミャーチン、
エイゼンシュテイン、シニャフスキー、タルコフスキー、ペレーヴィンなど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
　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50％、期末レポート50％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）
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  チェコ構造美学

 [授業の概要・目的]
プラハ言語学サークルにおいて，ほとんど二人だけで構造主義的な文芸学・芸術論を確立したロマ
ン・ヤーコブソンとヤン・ムカジョフスキーの論文を詳しく紹介することで，言語学的な詩学から
構造美学への発展の道程を辿ることが目標になる。「今さら構造主義など時代錯誤だ」との反論は
もっともだが，流行りすたりを超えた「挑発的な論争性」（ロトマン）がそこにはあると，担当者
は考えている。  

 [到達目標]
ロシア・フォルマリズムからチェコ構造美学への影響関係，両者の類似と相違を把握し，その今日
的意義について自分なりの見解を持つことを目ざす。

 [授業計画と内容]
1. 序論：プラハ言語学サークルの言語学史上の意義【1週】 
2. プラハ言語学サークルとロシア・フォルマリズム：ムカジョフスキー「『散文の理論』のチェコ
語訳に寄せて」【1週】 
3. フォルマリズムの詩的言語論(1)：ヤーコブソン『最新ロシア詩』【2週】 
4. フォルマリズムの詩的言語論(2)：ヤーコブソン「詩とは何か？」【2週】 
5. 詩的言語から美的機能へ(1)：ムカジョフスキー「美的機能が他の諸機能の中に占める位置」【2
週】 
6. 詩的言語から美的機能へ(2)：ヤーコブソン「言語学と詩学」【1週】 
7. ムカジョフスキー「美学および文芸学における構造主義」【2週】 
8. プラハ学派におけるポスト構造主義(1)：カルツェフスキイ「言語記号の非対称的二重性」につい
て【1週】 
9. プラハ学派におけるポスト構造主義(2)：ムカジョフスキー「芸術における意図性と非意図性」【
2週】. 
10. まとめと総括【1週】

 [履修要件]
授業中言及，引用する論文は，全てロシア語の原文ないしロシア語訳なので，ロシア語が読める必
要がある。

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)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
【評価方法】学期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 

【評価の割合】学期末のレポート（70点），平常点（30点）

 [教科書]
必要な資料は，事前に添付ファイルで受講者に配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
電子メールで配布する資料を事前に読んでおくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  月4

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「箱に入った男」（１）
2)　チェーホフ「箱に入った男」（２）
3)　チェーホフ「六号室」（１）
4)　チェーホフ「六号室」（２）
5)　チェーホフ「六号室」（３）
6)　ハルムス「出来事」（１）
7)　ハルムス「出来事」（２）
8)　ハルムス「出来事」（３）
9)　マンデルシュタームの詩（１）
10)　マンデルシュタームの詩（２）
11)　マンデルシュタームの詩（３）
12)　ブルガーコフ「運命の卵」（１）
13)　ブルガーコフ「運命の卵」（２）
14)　ブルガーコフ「運命の卵」（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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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・スラブ文化演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する研究報告

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
2）研究発表と論文執筆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 
　各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、前期のだいたいのスケジュールを確定します。 
第2回～第3回 
　各自の報告の構想を発表し、質疑応答を行います。
第4回～14回　
　順次、研究報告と質疑応答を行います。
第15回
　各研究の補足と、演習の総括を行います。 

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]
期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
必要に応じて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・アドヴァイスします。

 [授業外学習（予習・復習）等]
報告準備の過程で、事前に必ず教員の助言を受けること。

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する研究報告 

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
2）研究発表と論文執筆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 
　各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、前期のだいたいのスケジュールを確定します。
第2回～第3回 
　各自の報告の構想を発表し、質疑応答を行います。 
第4回～14回　
　順次、研究報告と質疑応答を行います。
第15回
　各報告の補足と、演習の総括を行います。

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]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
必要に応じて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・アドヴァイスします。

 [授業外学習（予習・復習）等]
報告準備の過程で、事前に必ず教員の助言を受けること。

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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『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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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『ヴァーニャ伯父さん』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 
　『ヴァーニャ伯父さん』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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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世紀の評論の読解を通じて、ロシア語の一般的能力、および特に評論的・論文的な文章の読解力
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。
 
Александр Иванович Герцен, Русские немцы и немецк
ие русские. (1859)

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。

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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世紀の評論の読解を通じて、ロシア語の一般的能力、および特に評論的・論文的な文章の読解
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。
 
 Александр Иванович Герцен, Русские немцы и немецк
ие русские. (1859)

ただし、前期不受講者にも不都合のないよう、前半の要約を初回講義時に配布する。
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。

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、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(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

  2017・
   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、ロシア文
学に関連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　
　読解する作品と、前期のスケジュールを決めます。読解するテキストは、詩、短編、戯曲、書簡、
日記、論考など、様々なジャンルが考えられますが、学生の皆さんの関心と希望を考慮して決めま
す。
第2回～第14回
　テキストを精読していきます。速読を旨とします。
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。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理してみてください。

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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、ロシア文
学に関連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　
　読解する作品と、後期のスケジュールを決めます。講読するテキストは、詩、短編、戯曲、書簡、
日記、論考など、様々なジャンルが考えられますが、学生の皆さんの関心と希望を考慮して決めま
す。
第2回～第14回
　テキストを精読していきます。速読を旨とします。
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。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理してみてください。

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  火4

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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  火4

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。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 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。 
・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]
ロシアの「動乱」時代（1598～1613年）は、ポーランド・リトアニア共和国がロシアの内政に深く
関与したことでも知られる。この授業では、次の本をとりあげ、講読する。 

Tomasz Bohun, Polacy na Kremlu. Moskwa 1612, Warszawa 2005. 

本書は、ポーランド軍によるモスクワ占領について、ポーランド史学の視点から書かれた歴史書で
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、近世のポーランド・ロシア関係史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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  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します。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
ることを目標とします。

 [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、ロシア語を母語とする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します。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ます。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ります。一定のテーマによって文章を
書く訓練も行います。 

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につけます。 
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につけます。 
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ます。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します。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します。 
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20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [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ます。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で出される課題をきちんと行ってください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
 

  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

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  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します。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
ることを目標とします。

 [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、ロシア語を母語とする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します。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ます。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び
ます。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
章を書く訓練も行います。

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ます。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
します。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します。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ます。 
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。前期の授業から継続して出席することが望まし
いが、絶対的条件とはしません。

 [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20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [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ます。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で与えられる課題を、きちんと行ってください。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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、この言語の構造や基本的な文法を身につけていきます。
一年間で『ニューエクスプレス　ポーランド語』一冊をおおよそやり通す学習内容とします。
年度末に映画を鑑賞し、ポーランドの文化にも少し触れます。

 [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．基本的な構文、格の基礎知識、名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語彙【２週】 
３．基本動詞bycの変化、名詞の性の見極め方と性による形容詞の変化【１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【１週
】
５．名詞の単数生格、panとpaniの用法【１週】
６．名詞と形容詞の複数主格、「あなたがた、皆さん」の言い方【１週】
７．ここまでの総復習、基本的な構文や語彙の確認【２週】
８．名詞の単数複数対格、動詞の第１変化（-m,-sz型）【１週】 
９．動詞の第２変化（-e,-isz型）、名詞の単数複数与格、「知っている」に当たる表現【１週】 
１０．動詞の第３変化（-e,-esz型）、現在形の動詞変化のまとめ、名詞の単数複数前置格【１週】
１１．sie動詞、ktoとcoの格変化、名詞の複数生格、数量を表す言葉【１週】 
１２．前期の総復習、格の使い分けや、基本的な構文の確認、語彙の復習【１週】  

後期
１．前期で学習した内容の復習【１週】 
２．否定生格という現象、呼格、基本的な助動詞の使い方【１週】
３．動詞の過去形、非人称文の過去時制、人称代名詞と再帰代名詞の格変化【１週】
４．動詞bycと一般動詞の合成未来形 、時刻に関する表現、非人称文の未来時制、nie maの過去形
と未来形【１週】
５．動詞のアスペクト、命令法、数詞と名詞の総合規則【１週】
６．命令法の続き、仮定法、miecの助動詞的な用法【１週】
７．移動の動詞isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、場所と移動の起点を表す前置詞、関係代名詞ktory
の用法【１週】 
８．ここまでの総復習、動詞の時制などの学習内容の確認【１週】 
９．仮定法の用法の続き、関係副詞による複文の作り方、能動形容分詞、非人称動詞【１週】 
１０．sieによる非人称構文、形容詞と副詞の比較変化【１週】 
１１．副分詞の作り方と用法、受動形容分詞と受動構文【１週】
１２．非人称能動過去形と完了体動詞の副分詞、年月日の言い方【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)

１３．一年間の総復習、分かりにくかった点などを確認する【１週】
１４．映画を鑑賞し、ポーランドの文化に触れる 【１週】
１５．期末テスト【１週】 
１６．フィードバック【１週】

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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【１週】  
７．期末テスト【１週】
８．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]
基本的に期末テスト（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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【１週】
７．期末テスト【１週】 
８．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]
基本的に期末テスト（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  カフカと東アジア文化

 [授業の概要・目的]
　フランツ・カフカ（1883-1924）は生涯の大半を中欧の都市プラハで過ごした。この時代、ヨー
ロッパの多くの作家が東アジアの文化に関心を寄せ、ヘルマン・ヘッセのようにアジア旅行に赴い
た作家も少なくない。カフカ自身はアジアに旅行したことはないが、中国の文学・思想に翻訳を通
じて親しみ、そこで得たイメージを自らの文学作品の中に結晶化させていた。この授業では、作家
たちが思い描いた異文化の表象が必ずしも現実の他者とは一致しない「像」であることを前提に、
そこから生まれる問題点、あるいは文学的な可能性について考える。

 [到達目標]
カフカにおける東アジア文化受容について一通りの知識を得たうえで、その文化的な背景を理解し、
そもそも異文化表象とは何かを考察の対象とする

 [授業計画と内容]
【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　世紀転換期の東アジア文化受容について
第２～３回　黄禍論と反ユダヤ主義
第４～５回　ハンス・ハイルマンの『中国抒情詩集』
第６～７回　カフカの初期作品と漢詩
第８～９回　カフカの手紙に見る中国人像
第10～11回　マルティン・ブーバーの道教思想紹介について
第12～13回　カフカの『万里の長城』とユダヤ民族問題
第14～15回　異文化表象とその問題点

 [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。

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)

 [教科書]
川島隆 『カフカの〈中国〉と同時代言説　黄禍・ユダヤ人・男性同盟』（彩流社）ISBN:978-4-
7791-1528-8

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学と日本の作家たち

 [授業の概要・目的]
明治期以降の日本文学は、西洋文学から大きな影響を受けることによって発展をとげてきた。この
講義では、近現代の日本の作家たちが、ドイツ文学をどのように受容し、それを自らの作品のなか
にどのように取り込んでいったのかを、具体的な作品にそくして跡づけてみることにしたい。

 [到達目標]
ドイツ文学および近現代日本文学の作家と作品にかんする知識と理解を深めるとともに、比較文学
の研究手法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
取り上げる予定のテーマは、次の通り。
１　はじめに
２　森鴎外とドイツ文学
３　夏目漱石とＥ・Ｔ・Ａ・ホフマン
４　谷崎潤一郎とレッシング
５　堀辰雄とリルケ
６　太宰治とシラー
７　中島敦とカフカ
８　安部公房とドイツ文学
９　手塚治虫とゲーテ
10　倉橋由美子とドイツ文学
11　宮崎駿と西洋文学
12　村上春樹とドイツ文学
13　奥泉光とドイツ文学
14　多和田葉子とドイツ文学
15　まとめ

 [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。

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)

 [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]
授業で取り上げた作品を、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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   創作とパロディー　―ユーディットをめぐって 

 [授業の概要・目的]
  旧約聖書外典の中に、暴君ホロフェルネスを殺して、絶滅寸前にあった町を救ったユディトの話
があります。古代ユダヤのジャンヌ・ダルクともいうべきこの美女は、絵画（クリムト等）や音楽
（モーツァルト等）と並んで、さまざまな劇作品の素材ともなってきましたが、その中でほぼ同じ
時期と場所で（１９世紀中ごろのウィーン）作られ上演されたヘッベルとネストロイの戯曲をとり
あげます。 
 

 [到達目標]
  上記の二つの作品を、宗教と恋愛（個人主義的審美主義）、近代の社会と超人思想などの視点か
ら精読し比較・考察することを通して、文学における素材の継承と独創性、さらに戯画化の問題に
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１～２回は、素材となったユディト物語、この素材をめぐる作家ヘッベルとネストロイなどにつ
いて概説しながら、授業全体のオリエンテーションを行います。同時に、ヘッベルの『ユーディッ
ト』の翻訳と、ネストロイの『Judith und Holofernes』ドイツ語テキストを配布します。ヘッベルの
翻訳は第３回授業までに読んできてください。 

第３回は、ヘッベルの『ユーディット』のテーマやモチーフについて、参加者の感想を発表しても
らい議論します。 

第４～１２回は、ヘッベルの『ユーディット』と比較参照しながら、もっぱらネストロイの『
Judith und Holofernes』を精読します。 

第１３回～１５回は、ヘッベルとネストロイの作品をめぐって、素材の継承と独創性、戯画化の問
題について考察し検討します。 

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

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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  創作とパロディー　―ユーディットをめぐって 

 [授業の概要・目的]
　旧約聖書外典の中に、暴君ホロフェルネスを殺して、絶滅寸前にあった町を救ったユディトの話
があります。古代ユダヤのジャンヌ・ダルクともいうべきこの美女は、絵画（クリムト等）や音楽
（モーツァルト等）と並んで、さまざまな劇作品の素材ともなってきましたが、その中から20世紀
前半に作られたＧ・カイザーの『ユダヤの未亡人』（1911）をとりあげます。 

 [到達目標]
　同じ素材をもとにしたＦ・ヘッベルやＪ・ネストロイの作品と比較しながら上記作品を、宗教と
恋愛（個人主義的審美主義）、近代の社会と超人思想などの視点から精読し比較・考察することを
通して、文学における素材の継承と独創性、さらに戯画化の問題について理解を深めることを目的
とします。 
　同時に、まとまった内容のドイツ語作品を読解する力を養います。 

 

 [授業計画と内容]
第１回は、素材となったユディト物語、作家Ｇ・カイザーなどについて概説しながら、授業全体の
オリエンテーションを行います。

第２～１２回は、もっぱら、Ｇ・カイザーの『ユダヤの未亡人』を精読します。

第１３回～１５回は、ヘッベルやネストロイの作品と比較しつつ、素材の継承と独創性、戯画化の
問題について考察し検討します。 

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。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

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)

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、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 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

  2017・
   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]
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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  Deutsche Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus I

 [授業の概要・目的]
Das Thema dieses Kurses sind Lyrik, Prosa und Drama aus dem Zeitraum vom Erstarken des 
Nationalsozialismus in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Behandelt werden sowohl kritische Stellungnahmen bürgerlicher wie sozialistischer Schriftsteller gegen den 
Nationalsozialismus als auch einige nationalsozialistische Schriften, Werke jener Dichter, die in Deutschland 
blieben, und solche der Exilliteratur.

 [到達目標]
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die geschichtlichen Bedingungen, mit denen sich die Schriftsteller der 
Zeit konfrontiert sahen, sowie einen Überblick über die verschiedenen Wege und Formen, wie sie sich mit 
diesen auseinandersetzten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den rhetorischen Mitteln, deren sich die 
jeweiligen Verfasser bedienten.

 [授業計画と内容]
Jede Woche wird ein Textbeispiel eines wichtigen Autors der Epoche vorgestellt und vor dem historischen 
und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Die Studenten erhalten die notwendigen Informationen, mit 
deren Hilfe sie die Textanalyse selbst vornehmen können.
1. Woche: Vorstellung des Themas.
2. Woche: Einführung in den zeitgeschichtlichen Rahmen.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Werke der Epoche (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.

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）
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.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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  Deutsche Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus II

 [授業の概要・目的]
Das Thema dieses Kurses sind Lyrik, Prosa und Drama aus dem Zeitraum vom Erstarken des 
Nationalsozialismus in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Behandelt werden sowohl kritische Stellungnahmen bürgerlicher wie sozialistischer Schriftsteller gegen den 
Nationalsozialismus als auch einige nationalsozialistische Schriften, Werke jener Dichter, die in Deutschland 
blieben, und solche der Exilliteratur.

 [到達目標]
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die geschichtlichen Bedingungen, mit denen sich die Schriftsteller der 
Zeit konfrontiert sahen, sowie einen Überblick über die verschiedenen Wege und Formen, wie sie sich mit 
diesen auseinandersetzten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den rhetorischen Mitteln, deren sich die 
jeweiligen Verfasser bedienten.

 [授業計画と内容]
Jede Woche wird ein Textbeispiel eines wichtigen Autors der Epoche vorgestellt und vor dem historischen 
und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Die Studenten erhalten die notwendigen Informationen, mit 
deren Hilfe sie die Textanalyse selbst vornehmen können.
1. Woche: Vorstellung des Themas.
2. Woche: Einführung in den zeitgeschichtlichen Rahmen.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Werke der Epoche (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.

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）
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.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  1970年代の音楽を考える

 [授業の概要・目的]
ポストモダンが喧伝されるようになる１９７０年代は音楽の世界でも劇的な変化が生じた時代であ
る。癒し音楽やサンプリングや環境音といった今日の音楽の諸潮流は、ほぼすべてこの時代に端を
発しているとみていい。この授業では１９７０年代の音楽史を、とりわけ現代音楽ならびにモダン
ジャズに焦点を当てて検討する。その際には、新潮流がまさにそれに対するアンチとして登場して
きたはずの、１９５０／６０年代のアヴァンギャルドの黄金時代の考察も、ひとしく重要になる。 
 

 [到達目標]
２０世紀後半の音楽史潮流、とりわけ現代音楽ならびにモダンジャズの歴史についての基本知識を
習得すること。また１９７０年代の音楽と同時代のポストモダン思想との関係を理解すること。 

 [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：前衛音楽の黄金時代としての1950/60年代（セリー音楽、偶然音楽、フリージャズ） 
4－6回：1970年代の音楽史上の出来事 
7－9回：ミニマルミュージック 
10－12回：ヨーロッパ・ジャズとＥＣＭ 
13－15回：フュージョンならびに音楽演奏のテクノ化

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『西洋音楽史』（中公新書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱う音楽についてYoutubeなどで適宜実際に聴くこと  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  １９７０年代の音楽を考える

 [授業の概要・目的]
１９７０年代の音楽をとりわけポストモダン的な思想社会状況との関連で考察する。その際には環
境、前衛の挫折、テクノとエディット、ミーイズムなどがキーワードになるであろう。なお１９７
０年代の音楽は一種のアンチモダニズムであり、それが仮想敵としていた１９５０・６０年代前衛
の意義を正しく理解することが必須であり、常にこの問題については参照されることになる。 

 [到達目標]
２０世紀後半の現代音楽、モダンジャズ、音楽演奏（クラシック系）の歴史についての基本知識を
習得すること。ならびに１９７０年代の思想社会状況を理解すること。  

 [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：１９７０年代の音楽のルーツとしてのジョン・ケージ 
4－6回：電子音楽の展開とシンセサイザー 
7－9回： １９７０年代音楽の焦点としてのＥＣＭ 
10－12回：前衛の挫折：シュトックハウゼン、ブーレーズ、マイルス・デイヴィス 
13－15回：２１世紀に何が残されたか

 [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

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『西洋音楽史』（中公新書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に言及した音楽についてYoutubeなどで適宜聴いておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 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。この言語を用
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]
中高ドイツ語についての知識を習得する。同時に、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。  

 [授業計画と内容]
基本的に以下のペースで進行する。各ジャンルの代表的作品を取り上げる予定であるが、受講者の
要望によっては若干の変更もありうる。 
1：ガイダンス 
2-5：ミンネザング（ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ） 
6-10：英雄叙事詩（ニーベルンゲンの歌） 
11-15：宮廷叙事詩（パルツィヴァール）

 [履修要件]
中高ドイツ語を読むにあたり現代ドイツ語の資料や文法書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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  第二次世界大戦とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　「第二次世界大戦とドイツ文学」というテーマは、第一次世界大戦の場合と比較すると、意外に
も輪郭がそれほど定かでない。もちろん戦後文学において、ハインリヒ・ベルをはじめ従軍体験を
扱った例やノサックのように空襲の体験を自らの文学に結実させた例は少なからず見られるが、ナ
チス時代に主要な作家たちの多くが亡命したこと、逆にナチスに対して協力的だった作家たちが戦
後に発言権を失ったことから、いわばドイツの「内側」から第二次世界大戦を語るという営みには
一種の空白が存在するのである。この授業では、その空白部分を埋めることをめざし、戦後長らく
光があたることがなかった（旧ドイツ領からの）被追放者の文学や、戦争を直接体験することがな
かった世代が想像上で描いた第二次世界大戦といったテーマをも視野に入れつつ、当該テーマの研
究論文を読んでいく。

 [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　ナチズムと文学
第６～９回　戦後作家たちと第二次世界大戦
第10～13回　被追放者の文学
第14・15回　想像上の第二次世界大戦

 [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

ドイツ語学ドイツ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習Ｉ)(2)

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  第二次世界大戦とドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　「第二次世界大戦とドイツ文学」というテーマは、第一次世界大戦の場合と比較すると、意外に
も輪郭がそれほど定かでない。もちろん戦後文学において、ハインリヒ・ベルをはじめ従軍体験を
扱った例やノサックのように空襲の体験を自らの文学に結実させた例は少なからず見られるが、ナ
チス時代に主要な作家たちの多くが亡命したこと、逆にナチスに対して協力的だった作家たちが戦
後に発言権を失ったことから、いわばドイツの「内側」から第二次世界大戦を語るという営みに一
種の空白が存在するのである。この授業では、その空白部分を埋めることをめざし、戦後長らく光
があたることがなかった（旧ドイツ領からの）被追放者の文学や、戦争を直接体験することがなか
った世代が想像上で描いた第二次世界大戦といったテーマをも視野に入れつつ、当該テーマの研究
論文を読んでいく。

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Novalis: Heinrich von Ofterdingen

 [授業の概要・目的]
ノヴァーリス（本名　フリードリヒ・フォン・ハルデンベルク）（1772-1801）は、初期ロマン主
義を代表する作家である。この授業では、彼の代表作である未完の長篇小説『ハインリヒ・フォン
・オフターディンゲン（青い花）』（1802）を読み、ドイツ・ロマン主義の文学世界への入門とし
たい。

 [到達目標]
やや古い時代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、ドイツ・ロマン主義の文
学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：
　ノヴァーリス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、主人公ハインリヒの詩人への自己形成過程が描かれる。冒頭の青い花の夢、作品
の中で語られる詩人たちの物語、坑夫や洞窟の隠者との会話、詩人クリングゾールとその娘マティ
ルデとの出会いなど、主要な部分を抜粋して輪読する。
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Arthur Schnitzler: Traumnovelle

 [授業の概要・目的]
アルトゥル・シュニッツラー（1862-1931）は、19世紀末から20世紀初頭にかけてのヴィーンを代
表する作家である。この授業では、彼がフロイトの同時代人だったことを実感させてくれる後期の
作品『夢小説』（1926）を読み、世紀転換期のヴィーンの文化への入門としたい。  

 [到達目標]
20世紀の小説を読みこなすためのドイツ語力を養うとともに、世紀転換期のヴィーンの文化にかん
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： 
　シュニッツラー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： 
　一組の夫婦が危機を乗り越えてゆく過程を描いたこの作品では、現実の世界と夢の世界が合わせ
鏡のような関係をなしている。作品の主要な部分を抜粋して読みながら、夢を物語るという行為の
もつ意味について考えてみたい。 
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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　はじめに
２　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】
３　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】
４　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。【３週】
５　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。【５～６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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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。【５～６週】 
２　学部４回生による研究発表：
　　卒業論文の中間報告。【３～４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。【２～３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。【１～２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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ドイツの移民文学を読む

 [授業の概要・目的]
　ここ数年、ドイツは中東やアフリカからの難民の流入をめぐって大きく揺れているが、本格的な
移民国家としてのドイツの歴史は、戦後の経済高度成長期にトルコ系の外国人労働者（ガストアル
バイター）を受け入れた時期に端を発する。この授業では、トルコ系移民の文学を代表する一人と
して女性作家エミネ・セヴギ・エツダマー（1946年生）を取り上げ、初期の短編集“Mutterzunge”
（1990）を中心に読んでいく予定。複数の言語のはざまで生きる経験、民族や国家への帰属意識、
女性としてのアイデンティティの問題などに特に注目したい。

 [到達目標]
ドイツ語を読むことに慣れ、ドイツにおける移民の歴史について基礎知識を獲得し、かつ移民や難
民などの「他者」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（ドイツの移民問題の歴史）
第2～14 回　短編集“Mutterzunge”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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Erich Kästner: Als ich ein kleiner Junge war

 [授業の概要・目的]
『飛ぶ教室』や『ふたりのロッテ』などの作品で知られる20世紀ドイツの児童文学作家エーリヒ・
ケストナー（1899-1974）の自伝を読む。ここには、20世紀初頭のドイツの子供たちの生活が、生
き生きと描かれている。この作品を読みながら、ケストナーの文学が、どのような伝記的背景をも
っていたのかについても考えてみたい。

 [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、20世紀ドイツの児童文学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：
　ケストナー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：
　作品のなかから重要な箇所を抜き出して輪読しながら、ケストナーのほかの作品との関係につい
ても考察する。
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 和歌山大学教育学部 千田　まや

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  20世紀の短編小説と自伝を読む

 [授業の概要・目的]
 初級文法を一通り終えたレベルを想定し、１回目はガイダンスと初級文法のおさらいをします。そ
の後、１回の授業で読み切れる分量の平易なドイツ語で書かれた短編小説を読みます。（Peter 
Bichsel, Wolfgang Borchert, Franz Kafkaなど）次に、比較的読みやすいドイツ語で書かれた作家の自
伝を読みます。（Ludwig Thoma, Ersnt Toller, Elias Canettiなど）時代背景がそれぞれ異なるので、作
家紹介もあわせて行います。学期後半は、Thomas Mannの短編小説をじっくり読みます。

 

 

 [到達目標]
① ドイツ語の基礎的読解力を身につける
② ２０世紀ドイツ文学の多様な魅力に触れる。

 [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　初級文法の総復習
第２～４回　短編小説を読む。 
第５～９回　作家の自伝を読む。時代背景を知る。
第１０～１５回　Thomas Mannの短編小説を読む。

 [履修要件]
ドイツ語初級の授業を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による評価。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。

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)

 [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]
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 和歌山大学教育学部 千田　まや

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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・マンの作品と、それに関する論文を読む

 [授業の概要・目的]
ドイツ帝国時代に生まれ、ワイマール共和国時代にノーベル賞を受賞、ナチス時代にはアメリカに
亡命し、戦後の東西ドイツからは距離を取りながらスイスで没した、２０世紀ドイツを代表する作
家の一人、トーマス・マンの、短編と長編の一部、その作品に関する論文（独語）の一部を読みま
す。

授業の主たる目的は、作品を原語で読むことなので、進度は遅く、作品を最初から最後まで読み通
す時間はありませんが、どの作品にも複数の翻訳が出ています。授業中で扱う論文を原語で読む際
の手がかりにもなりますので翻訳で作品全体を読んでみてください。

テキストを訳しながら、マンが関わった同時代の作家、思想家、出版関係者、演劇人などの多彩な
人々についても紹介します。   

  

 [到達目標]
① ドイツ語の基礎的読解力を身につける。 
② ドイツ語の論文を読む力を身につける。
  

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

第１回　導入。トーマス・マンの生涯と主要作品について解説 
第２～１４回　テキスト、および、テクストに関連する論文をドイツ語の原文で読み、トーマス・
マンを中心に、２０世紀ドイツで活躍した人々についても知る。 
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]
出席回数、予習をしているかどうか、授業に積極的に参加しているかどうかなどをみて、平常点で
評価します。

 [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]
受講生の能力にあわせ、無理のないように配慮しながら、予習範囲を指定します。毎時間全員に訳
をやってもらいますので、準備が必要です。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(外国語実習) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Kurzgeschichten I

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs lesen wir deutsche Kurzgeschichten und kurze Erzählungen hauptsächlich des 20. 
Jahrhunderts (z.B. von Wolfgang Borchert, 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 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.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(外国語実習) 
 

  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

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Kurzgeschichten II

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs lesen wir deutsche Kurzgeschichten und kurze Erzählungen hauptsächlich des 20. 
Jahrhunderts (z.B. von Siegfried Lenz, Hermann Kesten, 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 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.

ドイツ語学ドイツ文学(外国語実習)  (2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(外国語実習)  (2)

（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.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英文法の諸相

 [授業の概要・目的]
　完了形や否定構文など、英語の統語論にかかわる主要なテーマを個別に取り上げながら、英語史
および比較言語学の視点から掘り下げます。

 [到達目標]
　現代英語の背景に英語史上の変化があることを理解するとともに、英語と関連する他のヨーロッ
パ言語との比較も行いながら、現在私たちが使用している英語の位置づけを学ぶことを目標としま
す。 

 [授業計画と内容]
　4月から始まる数回の授業は、客員教授のCaroline Heycock先生も指導に参加しますので、英語が
使用されます。後半は、日本語による授業になります。

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。
・完了形、否定構文など、英語のいくつかのトピックを取り上げて議論
・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
・レポートの組み立てについての議論およびレポートの作成

 [履修要件]
　1単位8回の授業ですから、4月の第1回目の授業で授業日程を含むガイダンスを行います。受講者
は必ず出席するようにしてください。出席できない場合は、事前に連絡を取ってください。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(40%)およびレポート(60%)により総合的に評価します。

 [教科書]
使用しない

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）
Don Ringe & Joseph Eska 『Historical Linguistics: Toward a Twenty-First Century Reintegration』（
Cambridge University Press）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された資料を読み議論を行う際には、事前に予習を行って、議論に参加できるようにしてお
いてください。詳細は、授業中に指示します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Henry VIII研究

 [授業の概要・目的]
Henry VIII (All Is True)はWilliam Shakespeareが書いた最後の歴史劇であり、John Fletcherと共作した
と考えられている。本講義は、劇中に散見される魔術に関する語彙を手掛かりに、この劇が提示す
る諸問題を考察することを目的とする。

 [到達目標]
・初期近代劇テクストの読み方を身につける。
・初期近代英文学特有の問題を自ら見出し、議論を展開できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　劇の概要と以後の授業の進め方の解説
第2回　歴史劇というジャンルとその中での本作品の位置づけ
第3回　本作品の共作の問題
第4回以降　以下の４つのテーマを設定し、魔術に関する語彙がそれぞれについてどのように使わ
れ、また、相互に関連しながら劇を構成しているかを検討する。各テーマに2－3週をあてる。
・カルトジオ会修道士Nicholas Hopkinsの予言
・フランスの呪文とイングランド人のアイデンティティ
・Wolsey枢機卿
・宗教改革

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に提出する中間レポート50%、学期末レポート50%
レポートの詳細については授業中に指示をする。中間レポートを提出していなければ、学期末レポ
ートを提出しても単位は与えられない。

毎回授業開始時に出席を取る。正当な理由がなく2回欠席した場合は以後の出席を認めない。遅刻
は欠席と見なす。

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]
William Shakespeare 『King Henry VIII』（Bloomsbury）ISBN:978-1903436257（Ed. Gordon McMullan
　Arden Shakespeare 3rd Series）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に劇全体を精読する時間はないので、それぞれが翻訳などを活用しながら、あらかじめ全体
像を把握したうえで授業に臨むこと。授業後はその週に扱われた内容が劇全体の中で持つ意味につ
いて各自検討すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 佐々木　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   ディケンズのおもしろさ 

 [授業の概要・目的]
チャールズ・ディケンズ（1812-1870）はイギリスを代表する小説家である。そのディケンズ文学
のおもしろさを、いろいろな角度から考察する。 

 [到達目標]
ディケンズ文学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　ディケンズの伝記 
第4～8回 ディケンズと映画 
第9～13回 ディケンズ小説の言語　 
第14回　まとめ 

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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  The Great Gatsby研究

 [授業の概要・目的]
F. Scott Fitzgeraldの代表作The Great Gatsby (1925)をさまざまな角度から考察する。

 [到達目標]
小説The Great Gatsbyおよびその作者Fitzgeraldについての理解を深めるとともに、文学作品へのさま
ざまなアプローチの仕方に親しむ。

 [授業計画と内容]
　初回に簡単なイントロダクションを行い、その後は以下のようなトピックにそれぞれぞれ１～２
回程度の授業をあてる予定。

・時代
・創作プロセス
・文体
・語りの手法
・ジェンダー／セクシュアリティ
・階級
・文学的影響
・映画
・翻訳

　授業は講義と演習形式を組み合わせた形で行う（受講者にはいずれかのテーマに関する発表を求
める）。また、有名な作品で翻訳も各種あるので、小説自体はすでに読んでいることを前提に授業
を進める。
　なお、以上は予定であり、受講者数等によっては若干の変更もありえます。
　

 [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（５０％）と期末レポート（５０％）で評価する。

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]
F. Scott Fitzgerald 『The Great Gatsby』（Scribner）ISBN:978-0743273565（なお、別の版の原書をす
でに持っている場合は、それを使ってもかまわない。）

 [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]
翻訳の助けを借りてもかまわないので、受講前に必ず小説を読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov研究

 [授業の概要・目的]
多言語作家として名高いVladimir Nabokovの作品群を概観しながら、その特徴や感触、頻繁に現れ
るテーマ系に言及しつつ、過去のNabokov批評史の流れをたどり、これから考究されるべき問題点
を明らかにする。

 [到達目標]
Nabokov文学の輪郭をつかむことももちろん大切だが、Nabokovをいかに読むかという方法を知る
ことは、他の文学作品を読むときの手がかりにもなる。そういう意味で、役に立つ実践的な知を獲
得することが、大きな目標である。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２-7回　作品研究
第8-9回　テーマ系
第10-11回　Nabokovの文学講義をめぐって
第12-13回 Nabokov批評史概説
第14回　Nabokov研究の将来

授業はすべて講義形式で行われる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートのみで評価する。
英文レポート、500語程度。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ないが、Nabokovの作品をいくつか読んでおくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義)
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　The Scarlet Letterを精読する 

 [授業の概要・目的]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The Scarlet Letterは、その複雑な
成立事情、時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈がなされてきた。２１世紀の読者
である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考える。学期末に各自の作品解釈をレ
ポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導する。

 [到達目標]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The Scarlet Letterを精読し、作品
についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。

 [授業計画と内容]
　The Scarlet Letterは異様に長い序章〝The Custom-House”と２４の章から成る。授業の初回は〝
The Custom-House”を扱い、２回目以降は毎回２章ずつ扱う。Textとして使用するNorton版の様々
な研究書や論文について、あらかじめ決められた担当者が概要を発表する。

 [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％）と学期末レポート(50%)により、総合的に評価する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne 『The Scarlet Letter   (A Norton Critical Edition)』（Norton）ISBN:978-0-393-
97953-4

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 毎回授業で扱う章や論文について、十分に予習すること。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　The House of the Seven Gables を精読する 

 [授業の概要・目的]
 １９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel HawthorneがThe Scarlet Letterの翌年出版したThe 
House of the Seven Gablesは、その成立事情、時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈
がなされてきた。２１世紀の読者である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考え
る。学期末に各自の作品解釈をレポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導す
る。   

 [到達目標]
 １９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The House of the Seven Gablesを精
読し、作品についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。

 [授業計画と内容]
　The House of the Seven Gablesは、序〝Preface”と２１の章から成る。授業の初回は〝Preface”を
扱い、２回目以降は毎回２章ずつ扱う。Textとして使用するNorton版の様々な研究書や論文につい
て、あらかじめ決められた担当者が解説する。

 [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％）と学期末のレポート(50%)により、総合的に評価する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne  『The House of the Seven Gables　（A Norton Critical Edition)』（Norton）ISBN:
0-393-09705-6

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 毎回授業で扱う章や論文について、十分に予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(1)

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「騎士の物語」(The Knight's Tale)を取り上げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・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

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　辞書の引き方
第3回～第4回　「総序の歌」(General Prologue)における騎士
第5回～「騎士の物語」精読

※前期は第2部までを読み切ることをめざす。

※「特殊講義」ではあるが基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求めら
れる。

 [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]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen. ed.) 『 _The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。 

 [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する。

 [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る。

（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る。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(2)

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「騎士の物語」(The Knight's Tale)を取り上げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす（前期からの継続）。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・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

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　「騎士の物語」精読

※後期は第3部から読み始める。

※「特殊講義」ではあるが、基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求め
られる。

 [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]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen. ed.) 『_The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。

 [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する。

 [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る。

（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る。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダニエル・デフォーの女性主人公たちの虚実

 [授業の概要・目的]
ダニエル・デフォーの作品と言えば『ロビンソン・クルーソー』が最も有名だが、実は女性主人公
の物語の傑作も書いている。本講義では『モル・フランダース』(1722)を主に読む。モル・フラン
ダースはこの作品の女性主人公であり、18世紀イギリスの女性、特に庶民の女性がどう生きたかに
ついての厳しい状況を知ることができる。もちろん実を踏まえたフィクションであるし、劇的な浮
き沈みの物語とすることで当時の読者に受容されたわけだから、この「虚」のおもしろさの根幹を
読解することも目的とする。同じく女性主人公を取り上げた『ロクサーナ』(1724)にも触れたい。

 [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、『モル・フランダース』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]
『モル・フランダース』は比較的長い作品なので、授業では前半について講義を行う。ページ数を
授業回数で割って着実に進んでいく。後半については各自テキストもしくは翻訳を読むことで補っ
て欲しい。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]
Daniel Defoe 『Moll Flanders』（Oxford Univ Pr (T); Reprint版 (2009/06)）ISBN:978-0192805355（
Oxford World's Classics (paperback)）

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 京都府立大学　文学部　教授 金澤　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  William Faulkner の Pylon を読む

 [授業の概要・目的]
この授業では William Faulkner 中期の問題作 Pylon を精読し、テキストをできるかぎり正確に理解
するとともに、従来注目されることの少なかったこの作品にフォークナー初期から後期にいたる一
貫した問題群を見いだし検討していく。授業は講義方式を基本とするが、適宜ディスカッションを
導入し、演習形式に近い形で行う。

 [到達目標]
　モダニズム文学特有の難解な文体を読み解く読解力をつける。また、モダニズム文学と資本主義
の複雑な関係を見抜く洞察力を身につける。

 [授業計画と内容]
１．Introduction 
２．Chapter 1 (1) pp.3-19
３．Chapter 1 (2) pp.19-32
４．Chapter 2 (1) pp.33-50
５．Chapter 2 (2) pp.50-65 
６．Chapter 3 (1) pp.66-83
７．Chapter 3 (2) pp.83-96 
８．Chapter 4 (1) pp.97-122  
９．Chapter 4 (2) pp.122-145　 
10．Chapter 5 (1) pp.146-170
11．Chapter 5 (2) pp.170-207
12．Chapter 6 (1) pp.208-229
13．Chapter 6 (2) pp.229-252
14．Chapter 7  pp.253-280 
15.  Conclusion

 [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]
William Faulkner 『Pylon』（Vintage International）ISBN:978-0-307-94678-2（各自amazon等で購入し
てください。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを読み、問題点を整理してきてください。また、フォークナーの他の作品を自分で読んで
ください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義) 
 

  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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Emily Dickinsonの詩を読む 

 [授業の概要・目的]
Emily Dickinsonの詩を精読する。丁寧に読みながら、音の響きやリズムが詩の内容と結びつく様を
観察する。さらに、作品を通して詩人の自然観、宗教観、死生観などについても理解を深める。 

 [到達目標]
詩人Dickinsonについて理解を深める。詩の基本的な形式について理解する。必ずしも容易ではない
詩の英語を正確に読み解き、分析するという作業を通して、思考力、想像力を伸ばすことができる。
 

 [授業計画と内容]
第一回　導入 
第二回　"A Bird came down the Walk"  
第三回　"Success is counted Sweetest" 
第四回　"A wounded deer leaps highest" 
第五回　"The Heart asks Pleasure--First--" 
第六回　"The Soul Selects her own Society--" 
第七回　"Glee! the great storm is over!" 
第八回　"Though I get home how late, how late!" 
第九回　"Hope is the thing with feathers--" 
第十回　"Drowning is not so pitiful" 
第十一回　"I like to see it lap the Miles" 
第十二回　"If you were coming in the fall" 
第十三回　"Because I could not stop for Death" 
第十四回　"Experiment to me" 
第十五回  "Some keep the Sabbath going to Church--"

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での発言等）（４０％）、レポート（６０％）により評価する。

 [教科書]
適宜プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で読む作品を予習してきてください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

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

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『ハックルベリー・フィンの冒険』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_Adventures of Huckleberry Finn_ (1885)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、そのなかでのトウェインの位置について説明でき
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、_The Adventures of Tom Sawyer_(1876)の続編であり、マーク・トウェインが書いた
小説の中で代表作品と目されている__Adventures of Huckleberry Finn_(1885)を取り上げる。この学期
だけですべてを読み切ることはできないが、しばしば作品中でも最大の山場であるとみなされてい
る第31章まで読み進めることを目指したい。ペーパーバック版にして約210頁程度の分量になるが、
これを毎回およそ15～20頁程度のペースで読んでいくことになる。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、同時にこの小説の受容史・批評史や、他のトウ
ェイン作品との関連について、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１２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 『Adventures of Huckleberry Finn』（Penguin Classics）ISBN:978-0-14-3107323
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）
授業中に紹介する

 [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15～20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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学におけるユーモアと言語

 [授業の概要・目的]
文学においてユーモアは常に重要な要素であり、ナンセンスからブラックユーモアまで、現代のア
メリカ文学にもそれは綿々と受け継がれている。この授業では、そうした「笑い」を含む作家たち
の作品を読み、1)ユーモアをどう表しているのか、2)ユーモアによって何を表しているのか、とい
う点を中心に、言語の「芸」としてのユーモアとテーマ性の絡み合いを考察する。 

 [到達目標]
言語による作家の「スタイル」に目を向け、それをより正確に把握できるようになること。英語の
原典を読み、それを日本語で表現する際には何がベストであるのかも同時に考えられるようになる
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 Seth Fried 
第三回 Manuel Gonzales 
第四回 Adam Ehrlich Sachs 
第五回 Steven Millhauser 
第六回 Brian Evenson 
第七回 Amelia Gray 
第八回 Pudgett Powell 
第九回 Michael Czyzniejewski 
第十回 Judy Budnitz 
第十一回 Wells Tower 
第十二回 Louise Erdrich 
第十三回 Victor LaValle 
第十四回 Donald Barthelme 
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%（授業中のディスカッションなど）、期末レポート30%（5ページ程度の作品の翻訳）

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]
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]
作品を読み、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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Reading Traditional English Verse and Contemporary British Poetry (1)

 [授業の概要・目的]
In previous years, I have taught a course on the poet Philip Larkin, but am broadening the scope this year to 
look both at the poetic tradition of which Larkin was heir and at how British poetry has developed since 
Larkin's death in 1985. More generally, however, the course is focused on the key questions of how poetry 
works and what it does for us.

The syllabus encompasses an ambitious range of poetry through from the 16th century to the present, but 
there is no absolutely need to cover all the poems in the time available.

 [到達目標]
During the first semester, we look at a selection of so-called traditional English verse from the main historical 
periods, with the emphasis on technique and style.

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER

[1] course introduction

[2] Edmund Spenser, 'So oft as I her beauty do behold' (1595)

[3] William Shakespeare, Sonnet 73 (1609)

[4/5] Ben Jonson, 'To Penshurst' (1616)

[6] John Donne, 'The Flea' (published 1633)

[7] George Herbert, 'Love (III)' (1633)

[8] John Milton, 'On the Late Massacre in Piedmont' (1655)

[9] Alexander Pope, 'On a certain Lady at Court' (1717)

[10/11] Samuel Taylor Coleridge, 'Frost at Midnight' (1798) 

[12/13] Percy Bysshe Shelley, 'To a Skylark' (1820)

[14] John Masefield, 'Sea-Fever' (1902) 

[15] summary and discussion

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)

 [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（35％）、及び学期末課題（40％）

 [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 
poems covered 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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Reading Traditional English Verse and Contemporary British Poetry (2)

 [授業の概要・目的]
In previous years, I have taught a course on the poet Philip Larkin, but am broadening the scope this year to 
look both at the poetic tradition of which Larkin was heir and at how British poetry has developed since 
Larkin's death in 1985. More generally, however, the course is focused on the key questions of how poetry 
works and what it does for us.

The syllabus encompasses an ambitious range of poetry through from the 16th century to the present, but 
there is absolutely no need to cover all the poems in the time available.

 [到達目標]
During the second semester, we will aim to get a grasp of the wealth and diversity of contemporary British 
poetry: what has been called 'the new rock and roll'.

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER

[1] course introduction

[2] Judith Nichols, 'Hair-Raiser' (1990)

[3] Brian Patten, 'Geography Lesson' (2000)

[4] Carol Ann Duffy, 'War Photographer' (1985)

[5] Don Paterson, 'Stream' (2004)

[6] Sarah Maguire, 'The Grass Church at Dilston Grove' (2007)

[7] Simon Armitage, 'The Twang' (2004)

[8] reading: poets on poetry

[9] Kathleen Jamie, 'Crossing the Loch' (1999)

[10] Hugo Williams, 'Dinner with my Mother' (2005)

[11] Selima Hill, 'Please Can I Have a Man' (1997)

[12] John Burnside, 'The Good Neighbour' (2005)

[13] Wendy Cope, 'At Stratford Services' (2011)

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)

[14] Benjamin Zephaniah, 'Library Ology' (1997)

[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％）、学期末レポート（75％）

 [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 
poems covered 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））
授業は原則つぉひて英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 Karin L. Swanson

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

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 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]
This class`s primary goal is improvement of skills related to academic writing. At the completion of the class, 
students who have successfully understood, practiced and mastered these skills will be be able to formulate 
and organize their ideas for an essay, work through successive drafts or versions of the essay, engage in self- 
and peer-editing, and to revise their writing through these stages.   

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous one, meaning that regular attendance is 
necessary in order not to fall behind. 

There will be weekly homework which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook and other times being editing of students` writing. 

In some cases, this will be followed by instruction in rhetorical language or grammar related to specific types 
of essay writing. 

The semester will be almost equally divided into three study units: moving from paragraph to short essay 
writing, descriptive essays, and finally narrative essays. 

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]
There are no examinations as this is a writing class. 

Evaluation will be decided in the following way: 
Attendance 26% 
Homework in the textbook 26% 

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)

Completed essays 48%

 [教科書]
A. Savage & P. Mayer 『Effective Academic Writing 2: The Short Essay』（Oxford University Press）
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]
Weekly homework will be assigned and checked for completion the following week.   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 Karin L. Swanson

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

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]
The class`s primary goal remains, as in the first semester, an improvement of skills related to academic 
writing. 

Building on the foundation built during the spring term, students will continue to structure, compose and 
refine essays from conceptual to finished stages. 

At the completion of the course, students will have increased the varieties of essays they have written, which 
will give them not only expertise, but confidence to go on to longer essays. They will be able to more 
independently formulate longer essays from start to completion, and will have increased their critical thinking.
    

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous week`s, making regular attendance necessary 
in order not to fall behind. 

There will be weekly homework, which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook, other times editing of students` writing. 

In some cases, this will be followed by introduction of rhetorical language or grammar presentations related 
to specific types of essays. 

The class will be divided into three study units, focussing on three types of essays: Opinion, Compare and 
Contrast, and Cause and Effect.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There are no examinations for this writing class. 

Evaluation will be determined as follows: 
Attendance 26% 
Homework in the textbook 26% 
Completed Essays 48%

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]
A. Savage & P. Mayer 『Effective Academic Writing 2: The Short Essay』（Oxford University Press）
Students should bring the textbook to the first class as well as always bring a dictionary to be used when 
writing.  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework will be assigned and checked for completion.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　
人文社会系研究科 教授 西村　義樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  文法と意味：認知文法の視点

 [授業の概要・目的]
日常の言語使用を可能にする知識の中で文法と意味はどのように関係しているのであろうか？この
言語学の根本問題に対する認知文法の考え方を、先行理論である生成文法と認知文法はどこがどう
違うのか、「辞書」的な意味と「百科事典」的な知識は区別できるのか、語彙と文法の関係をどう
捉えるのが適切か、等の問いに取り組むことを通して、多角的に検討する。

 [到達目標]
言語表現の意味とは何か、意味論と語用論は区別できるのか、動詞の意味と構文の意味はどう関係
しているのか、具体的な言語現象の分析にそもそも言語理論についての知識は必要なのか、等の問
題について改めて考えてみることの意義を実感し、自らの研究対象の分析に活かせるようになるこ
と。　

 [授業計画と内容]
以下のテーマを１日にほぼ２つずつ扱う予定。受講者と相談した結果、扱う順番やテーマを変更す
る可能性もある。

1. 認知言語学のどこが「認知」的なのか？：同じく言語知識の解明を目指す生成文法との根本的な
違いは何か？

2. ヒトが種に特有のコミュニケーションの様式をもつこととヒトのみが言語を使用できることとの
間には関係があるのか？　あるとしたら、それは何か？

3. 言語を用いたコミュニケーションにおいて伝達されるメッセージを言語の知識に属する部分（コ
ンテクスト中立的／意味論的な意味）とそれ以外の部分（コンテクスト依存的／語用論的な意味）
に二分することはできるのか？

4. そもそも（狭義の）文法とは何か？　すべての言語の知識に（語彙に加えて）文法があることの
意義は何か？　

5. 文法と（言語を用いて表現される）意味はどのような関係にあると考えるのが適切なのか？

6. 文の意味を決定する要因として真理条件以外に何がどうして必要なのか？

7. 語彙的な知識と文法的な知識はどのような関係にあるのか？両者は別個の領域なのか、それとも、
（スペクトルにおける緑と青のように）連続体を構成しているのか？語彙項目の意味と語彙項目（
例えば動詞）が生じる構文の意味はどのように関係しているのか？

8. 認知言語学において近年（隠喩と並んで）換喩が重視されているのはなぜか？

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)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義で扱ったテーマのいずれかに関するレポートを課す予定。討論への積極的な参加（20点）、レ
ポート（80点）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
西村義樹・野矢茂樹 『言語学の教室：哲学者と学ぶ認知言語学』（中央公論新社）ISBN:978-4-12-
102220-2（認知言語学についてまったく予備知識がなくても読めて、この理論の全体像が把握でき
る本です。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
認知言語学をまったく知らない人は参考書として挙げた本を読んでおいてください。復習したり理
解を深めたりするための文献は講義でも適宜紹介しますが、この本の「さらに学びたい人のための
文献案内」も参照されるとよいと思います。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(特殊講義) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 法政大学　文学部 准教授 小林　久美子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  ウィリアム・フォークナーと語り手の問題

 [授業の概要・目的]
ウィリアム・フォークナーの代表作As I Lay Dyingは、米国南部の田舎道を棺桶かついで練り歩く一
家の珍道中を描いたロード・ノヴェルである。登場人物たちがつぎつぎと独白を繰り広げることで
プロットが進行するという、語りの数珠つなぎのような独特の形式をまとった本作は、文学分析の
基本となる「語り手の問題」を考察するのにふさわしいテキストである。授業は講師によるレクチ
ャーと受講者による発表＋ディスカッションを基本として進行するが、ときおり、短いパッセージ
を全員で翻訳をして、解釈の違いを楽しんだり、特定のキャラクターになりきって、ある場面をそ
の視点で語るという、ちょっとした創作活動も取り入れる予定である。

 [到達目標]
・小説における語りについて多角的に考察できるようになる
・モダニズム文学における視点の問題について理解する

 [授業計画と内容]
1日目：講義（作品の成立背景、モダニズム文学について）＋小説分析の基本練習＋As I Lay Dying
精読その1
2日目：As I Lay Dying精読その2（ディスカッション中心）
3日目：As I Lay Dying精読その3（ディスカッション中心）＋ミニ翻訳ワークショップ
4日目：As I Lay Dying精読その4（ディスカッション中心）＋キャラクターなりきりエクササイズ
5日目：As I Lay Dying精読その5（ディスカッション中心）＋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]
授業内発表＋ディスカッションの参加度（70パーセント）およびファイナルレポート（30パーセン
ト）で評価する

 [教科書]
Faulkner, William 『As I Lay Dying』（Vintage）ISBN:0099479311

 [参考書等]
  （参考書）
ウィリアム・フォークナー 『死の床に横たわりて』（講談社文芸文庫）ISBN:4061982419

 [授業外学習（予習・復習）等]
翻訳でもかまわないので、授業開始前に作品を一読しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語の規範と標準化

 [授業の概要・目的]
　教科書として指定したAuthority in Language （James Milroy and Lesley Milroy著）を読みながら、
英語がたどってきた標準化の歴史、および現代英語の多様性について学びます。 

 [到達目標]
　現代英語のヴァリエーションを理解し、社会言語学的な視点から現代英語を観察する力を養うこ
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～14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 Authority in Language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]
James Milroy and Lesley Milroy 『Authority in Language』（Routledge）

 [参考書等]
  （参考書）
Graeme Trousdale 『An Introduction to English Sociolinguistics』（Edinburgh University 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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(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]
　Authority in Language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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  初期近代英語を読む

 [授業の概要・目的]
　英語史の中でも大きな変化が起こったといわれる初期近代英語期に焦点を当てながら、言語変化
の実際を学びます。

 [到達目標]
　現代英語のさまざまな構文が確立してきた過程を学ぶとともに、具体的な文献の講読と調査を行
い、初期近代英語を読む力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～14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 An Introduction to Early Modern English の講読
・京都大学図書館機構のホームページから Early English Books Online にアクセスし、具体的な初期
近代英語の文献にあたると同時に、その言語的特徴を分析する
・英語の変化に関する論文の講読
・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]
授業への貢献度(40%)およびレポート(60%)によって評価を行います。

 [教科書]
Terttu Nevalainen 『An Introduction to Early Modern English』（Edinburgh University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Norman Blake 『A Grammar of Shakespeare's Language』（Palgrave）

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]
　教科書の予習（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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Noel Coward, Private Lives演習A

 [授業の概要・目的]
20世紀英国演劇を代表する作家の一人であるNoel CowardのPrivate Livesの精読を通じて、英語によ
る演劇について基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲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。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行い。併せて、今後の演習の進め方につい
て説明する。

第2-14回　Private Livesの精読
Private Livesを精読し、内容について討論する。担当箇所はあらかじめ指定する。台詞ごとの難易度
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５０－１００行を講読する。

フィードバックについては授業中に指示をする。

前期の授業で読み終えることはできないであろうと思われるので、後期は前期の終了箇所から開始
する予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
Noel Coward 『Three Plays: Blithe Spirit, Hay Fever, Private Lives』（Vintage International）ISBN:978-
0679781790

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、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

（その他（オフィスアワー等））
　

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Noel Coward, Private Lives演習B

 [授業の概要・目的]
20世紀英国演劇を代表する作家の一人であるNoel CowardのPrivate Livesの精読を通じて、英語によ
る演劇について基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲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。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにPrivate Livesの精読
前期終了時点までの内容を簡単に振り返った後、あらかじめ決めた担当に従ってPrivate Livesの精読
を開始する。

第2-14回　Private Livesの精読
Private Livesを精読し、内容について討論する。台詞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５０－１００行を講読する。

フィードバックについては授業中に指示をする。

途中でPrivate Livesを読み終えた場合は、引き続きCowardの別の戯曲を読む予定である。具体的な
作品は残り回数と出席者の意向を勘案の上決定する。

 [履修要件]
原則として前期のPrivate Lives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70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

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]
Noel Coward 『Three Plays: Blithe Spirit, Hay Fever, Private Lives』（Vintage International）ISBN:978-
0679781790

 [参考書等]
  （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、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  H. P. Lovecraftの中篇２篇を読む

 [授業の概要・目的]
いわゆる怪奇小説家として不遇な生涯を送ったH. P. Lovecraftの作品群は、単なる怪奇小説の範疇に
は収まらない、独特の世界を形成している。この授業では、彼の中篇の代表作である"The Call of 
Cthulhu"と"The Shadow over Innsmouth"の２篇を取り上げ、小説技法や言語表現に注意を払いながら
テクストをじっくり読む姿勢を養うことを目的とする。

 [到達目標]
アメリカ大衆小説史の基本的な知識を習得しながら、小説の読みの精度を高めることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第１週：イントロダクション（アメリカ大衆小説史、およびH. P. Lovecraftについて）
第２-6週："The Call of Chthulhu"講読
第7-14週："The Shadow over Innsmouth"講読
いずれも、精読と速読を併用する。速読の回については、あらかじめ当番を決め、その当番による
発表をもとにした質疑応答形式とする。

 [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50％ ＋ 期末レポート50％で評価する。
期末レポートは、英文500語程度。

 [教科書]
H. P. Lovecraft 『The Call of Cthulhu and Other Weird Stories』（Penguin Modern Classics）ISBN:978- 
0141187068

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業のためには、丹念に辞書を引き、気になる個所を時間をかけて考えてくることが必要に
なる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Langston Hughes, The Ways of White Folksを読む

 [授業の概要・目的]
20世紀初頭のいわゆるHarlem Renaissanceを代表するアフリカ系作家の一人、Langston Hughesの短篇
集The Ways of White Folks (1934)を読む。

 [到達目標]
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、
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４ページ程度）。慣
れてきたところで発表形式を取り入れ、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２～13週：テクスト講読 
第14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（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
Langston Hughes 『The Ways of White Folks』（Vintage）ISBN:978-0679728177

 [参考書等]
  （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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習II) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  How to Write a Sentence: And How to Read One 精読

 [授業の概要・目的]
現代アメリカを代表する批評家の一人、Stanley Fishの研究書、How to Write a Sentence: And How to 
Read One (2010)を精読する。この授業の目的は英語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]
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]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
Stanley Fish 『How to Write a Sentence: And How to Read One』（Harper）ISBN:978-0061840531

 [参考書等]
  （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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  How to Write a Sentence: And How to Read One 精読

 [授業の概要・目的]
現代アメリカを代表する批評家の一人、Stanley Fishの研究書、How to Write a Sentence: And How to 
Read One (2010)を精読する。この授業の目的は英語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]
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]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
Stanley Fish 『How to Write a Sentence: And How to Read One』（Harper）ISBN:978-0061840531

 [参考書等]
  （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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス小説精読  

 [授業の概要・目的]
Robert Louis Stevenson, "Treasure Island"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ページ程度分読む。適当にとばしながら、半期で最後まで
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]
到達目標の達成度に基づき、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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Harold Pinter講読

 [授業の概要・目的]
Harold Pinter (1930-2008)は、2005年にノーベル文学賞を受賞した、20-21世紀演劇を代表する作家の
一人である。この劇作家の短い戯曲の精読を通じて、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。
・Pinteresqueと称される、この作家独特の演劇言語と演劇世界を味わう能力を養う。

 [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　戯曲の精読
戯曲本文を精読し、内容について討論する。The Room (1960年初演）から始める。台詞毎の難易度
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。

The Room読了後に読む戯曲については、参加者の意向を確認したうえで決定する。

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。正
当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [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

英語学英文学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)  (2)

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Ross Macdonald, The Galton Caseを読む

 [授業の概要・目的]
Dashiell Hammett、Raymond Chandlerと並んで、俗に「ハードボイルド御三家」と呼ばれ、近年再評
価の気運が高まってきた、「文学的」な探偵小説家Ross MacdonaldのThe Galton Case (1959)を読む。
精読と速読を併用して、この長篇小説を最後まで読み切る。

 [到達目標]
Ross Macdonaldの作品は、１人称の語り手である探偵Lew Archerによる視点の扱い方や、多彩な比
喩表現を特徴としている。精読では、とりわけそうした語りの技法や言語表現に注意して読む態度
を身につけることを目標にする。
また、速読では、一冊の小説をペーパーバックで読み切る習慣をつけることが第一の目標だが、探
偵小説の特徴である、あらゆる細部が謎を解く手がかりになる可能性を秘めていることを忘れずに、
細部への目配りを怠らない態度を身につけることも第二の目標になる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション（アメリカ探偵小説史、およびRoss Macdonaldについて）
第２-６回　精読（第１-５章）
第７-14回　速読（第６-32章）

速読の回については、あらかじめ当番を決め、その当番による発表をもとにした質疑応答形式とす
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50％　＋　期末レポート50%で評価する。
期末レポートは、英文500語程度。

 [教科書]
Ross Macdonald 『The Galton Case』（Penguin Modern Classics）ISBN:978-0141196633

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業のためには、丹念に辞書を引き、気になる個所を時間をかけて考えてくることが必要に
なる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 森　慎一郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Nathaniel Hawthorneの短篇小説を読む

 [授業の概要・目的]
19世紀アメリカ文学を代表する作家、Nathaniel Hawthorne (1804-64）の短篇小説を精読する。

 [到達目標]
辞書を丁寧に引きながら文学作品を一語一句にこだわって読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。

 [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ページ程度）。ただ
し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２～13週：テクスト講読 
第14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、授業で読んだ作品のいずれか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（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 人間・環境学研究科 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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]
本年度前期は、ウィリアム・ブレイク（1757-1827）の抒情詩を取り上げる。
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、１～２篇ずつ、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]
期末筆記試験の成績（60点）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 Blake 『Songs of Innocence and of Experience』（Oxford Univ. Pr.）ISBN:0192810898

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 人間・環境学研究科 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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、エミリー・ディキンソン（1830-1886）の抒情詩を読む。
第1回：導入。どの作品を読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、１～２編ずつ、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]
期末筆記試験の成績（60点）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]
新倉俊一（注釈） 『The Poems of Emily Dickinson』（研究社小英文叢書）ISBN:4327011886

 [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））
イギリス詩に対する予備知識は一切必要としない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習) 
 

  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

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習) 
 

  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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  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）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））
※オフィスアワーの詳細については、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(外国語実習) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - 100 Years of Assimilation

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. The second wave, in the 1950's, were those written by the ‘
Beat’ poets in the U.S.A. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been widely published and 
broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the history of the genre using reading 
texts and examples. (In the second semester, we will study the differences between Japanese and English 
haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We will recognize some qualities of 
the English language that are ideally suited to writing haiku!) Lectures and discussions will be supplemented 
with audio, video and handouts. In class, students should take occasional notes of things they consider 
interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. Sometimes students will be 
encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. Students will anthologise and critique their 
selection of the best American and British haiku during the first semester and present this as a report during 
the final two classes. 

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, discussing and analysing. Some 
cultural comparison will necessarily be made between the English-speaking world and the Japanese world, to 
which students should actively contribute. Also, we will hope to improve ability to read 'between the lines'. A 
further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is more', which Japan has helped to 
instil in world literature. 

 [授業計画と内容]
1. Orientation
2. Origins in Japan and literary ground in UK and USA
3. Oriental translations
4. Orientalism
5. Imagism
6. Western view of Zen
7. Beat poets
8. 1960s
9. Haiku Society of America
10. British Haiku Society
11. World Haiku
12. Haiku radio
13. Haiku in other Western media
14. Internet haiku (and critiqued anthology reports)
15. Future of world haiku (and critiqued anthology reports)

英語学英文学(外国語実習)  (2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)  (2)

 [履修要件]
Active participation in class.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class.

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A.  『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They must revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report to 
submit to the teacher during the last two classes. 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - Characteristics

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been 
widely published and broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the differences 
between Japanese and English haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We 
will recognize some qualities of the English language that are ideally suited to writing haiku! Lectures and 
discussions will be supplemented with audio, video and handouts. In class, students should take occasional 
notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. 
Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. During the semester,
 students will choose one characteristic of English haiku (e.g. punctuation, lineation, Western season words) 
for special attention and, illustrating their ideas with their own researched haiku examples, present this as a 
report during the final two classes.

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, discussing and analysing. Some 
cultural and linguistic comparison will necessarily be made between the English-speaking world and the 
Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will hope to improve ability to read '
between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is more', which 
Japan has helped to instil in world literature. This course may also help develop seasonal consciousness. 

 [授業計画と内容]
1. Orientation and links from last semester
2. Japanese and English: linguistic differences
3. pond frog plop!
4. Lineation, translation workshop
5. Break, image contrast (cf. famous poets’ work)
6. Seasons in English Haiku I: spring
7. Seasons in English Haiku II: summer
8. Seasons in English Haiku III: autumn
9. Creating an English haiku, composition workshop 
10. Seasons in English Haiku IV: winter 
11. Seasons in English Haiku V: all/no season 
12. Humour and influence of senryu on US/UK haiku
13. Haiku ‘moment’ and hints on researching examples
14. Rensaku, rengay and report preparation/submission
15. Haibun and report preparation/submission

英語学英文学(外国語実習)  (2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)  (2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class.

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J.  『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin  『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  The Great Gatsby研究

 [授業の概要・目的]
F. Scott Fitzgeraldの代表作The Great Gatsby (1925)をさまざまな角度から考察する。

 [到達目標]
小説The Great Gatsbyおよびその作者Fitzgeraldについての理解を深めるとともに、文学作品へのさま
ざまなアプローチの仕方に親しむ。

 [授業計画と内容]
　初回に簡単なイントロダクションを行い、その後は以下のようなトピックにそれぞれぞれ１～２
回程度の授業をあてる予定。 

・時代 
・創作プロセス 
・文体 
・語りの手法 
・ジェンダー／セクシュアリティ 
・階級 
・文学的影響 
・映画 
・翻訳 

　授業は講義と演習形式を組み合わせた形で行う（受講者にはいずれかのテーマに関する発表を求
める）。また、有名な作品で翻訳も各種あるので、小説自体はすでに読んでいることを前提に授業
を進める。 
　なお、以上は予定であり、受講者数等によっては若干の変更もありえます。

 [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（５０％）と期末レポート（５０％）で評価する。

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]
F. Scott Fitzgerald 『The Great Gatsby』（Scribner）ISBN:978-0743273565（なお、別の版の原書をす
でに持っている場合は、それを使ってもかまわない。）

 [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]
翻訳の助けを借りてもかまわないので、受講前に必ず小説を読んでおくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov研究

 [授業の概要・目的]
多言語作家として名高いVladimir Nabokovの作品群を概観しながら、その特徴や感触、頻繁に現れ
るテーマ系に言及しつつ、過去のNabokov批評史の流れをたどり、これから考究されるべき問題点
を明らかにする。

 [到達目標]
Nabokov文学の輪郭をつかむことももちろん大切だが、Nabokovをいかに読むかという方法を知る
ことは、他の文学作品を読むときの手がかりにもなる。そういう意味で、役に立つ実践的な知を獲
得することが、大きな目標である。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２-7回　作品研究
第8-9回　テーマ系
第10-11回　Nabokovの文学講義をめぐって
第12-13回 Nabokov批評史概説
第14回　Nabokov研究の将来

授業はすべて講義形式で行われる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートのみで評価する。
英文レポート、500語程度。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ないが、Nabokovの作品をいくつか読んでおくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英文法の諸相

 [授業の概要・目的]
　完了形や否定構文など、英語の統語論にかかわる主要なテーマを個別に取り上げながら、英語史
および比較言語学の視点から掘り下げます。

 [到達目標]
　現代英語の背景に英語史上の変化があることを理解するとともに、英語と関連する他のヨーロッ
パ言語との比較も行いながら、現在私たちが使用している英語の位置づけを学ぶことを目標としま
す。

 [授業計画と内容]
　4月から始まる数回の授業は、客員教授のCaroline Heycock先生も指導に参加しますので、英語が
使用されます。後半は、日本語による授業になります。

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。
・完了形、否定構文など、英語のいくつかのトピックを取り上げて議論
・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
・レポートの組み立てについての議論およびレポートの作成

 [履修要件]
　1単位8回の授業ですから、4月の第1回目の授業で授業日程を含むガイダンスを行います。受講者
は必ず出席するようにしてください。出席できない場合は、事前に連絡を取ってください。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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

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）
Don Ringe & Joseph Eska 『Historical Linguistics: Toward a Twenty-First Century Reintegration』（
Cambridge University Press）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された資料を読み議論を行う際には、事前に予習を行って、議論に参加できるようにしてお
いてください。詳細は、授業中に指示します。
 

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Henry VIII研究

 [授業の概要・目的]
Henry VIII (All Is True)はWilliam Shakespeareが書いた最後の歴史劇であり、John Fletcherと共作した
と考えられている。本講義は、劇中に散見される魔術に関する語彙を手掛かりに、この劇が提示す
る諸問題を考察することを目的とする。

 [到達目標]
・初期近代劇テクストの読み方を身につける。
・初期近代英文学特有の問題を自ら見出し、議論を展開できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　劇の概要と以後の授業の進め方の解説
第2回　歴史劇というジャンルとその中での本作品の位置づけ
第3回　本作品の共作の問題
第4回以降　以下の４つのテーマを設定し、魔術に関する語彙がそれぞれについてどのように使わ
れ、また、相互に関連しながら劇を構成しているかを検討する。各テーマに2－3週をあてる。
・カルトジオ会修道士Nicholas Hopkinsの予言
・フランスの呪文とイングランド人のアイデンティティ
・Wolsey枢機卿
・宗教改革

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に提出する中間レポート50%、学期末レポート50%
レポートの詳細については授業中に指示をする。中間レポートを提出していなければ、学期末レポ
ートを提出しても単位は与えられない。

毎回授業開始時に出席を取る。正当な理由がなく2回欠席した場合は以後の出席を認めない。遅刻
は欠席と見なす。

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]
William Shakespeare 『King Henry VIII 』（Bloomsbury）ISBN:978-1903436257（Ed. Gordon McMullan
　Arden Shakespeare 3rd Series）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に劇全体を精読する時間はないので、それぞれが翻訳などを活用しながら、あらかじめ全体
像を把握したうえで授業に臨むこと。授業後はその週に扱われた内容が劇全体の中で持つ意味につ
いて各自検討すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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)

  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

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディケンズのおもしろさ

 [授業の概要・目的]
チャールズ・ディケンズ（1812-1870）はイギリスを代表する小説家である。そのディケンズ文学
のおもしろさを、いろいろな角度から考察する。

 [到達目標]
ディケンズ文学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　ディケンズの伝記
第4～8回 ディケンズと映画
第9～13回 ディケンズ小説の言語　 
第14回　まとめ

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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　　The Scarlet Letterを精読する   

 [授業の概要・目的]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The Scarlet Letterは、その複雑な
成立事情、時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈がなされてきた。２１世紀の読者
である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考える。学期末に各自の作品解釈をレ
ポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導する。  

 [到達目標]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The Scarlet Letterを精読し、作品
についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。  

 [授業計画と内容]
　The Scarlet Letterは異様に長い序章〝The Custom-House”と２４の章から成る。授業の初回は〝
The Custom-House”を扱い、２回目以降は毎回２章ずつ扱う。Textとして使用するNorton版の様々
な研究書や論文について、あらかじめ決められた担当者が概要を発表する。

 [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％）と学期末のレポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne 『The Scarlet Letter (A Norton Critical Edition)』（Norton）ISBN:978-0-393-97953-
4

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回授業で扱う章や論文について、十分に予習すること。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   　The House of the Seven Gables を精読する  

 [授業の概要・目的]
 １９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel HawthorneがThe Scarlet Letterの翌年出版したThe 
House of the Seven Gablesは、その成立事情、時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈
がなされてきた。２１世紀の読者である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考え
る。学期末に各自の作品解釈をレポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導す
る。 

 [到達目標]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Nathaniel Hawthorneの名作The House of the Seven Gablesを精
読し、作品についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。  

 [授業計画と内容]
　The House of the Seven Gablesは、序〝Preface”と２１の章から成る。授業の初回は〝Preface”を
扱い、２回目以降は毎回２章ずつ扱う。Textとして使用するNorton版の様々な研究書や論文につい
て、あらかじめ決められた担当者が解説する。

 [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％）と学期末のレポート(50%)により、総合的に評価する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne 『The House of the Seven Gables　（A Norton Critical Edition)』（Norton）ISBN:0-
393-09705-6  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 毎回授業で扱う章や論文について、十分に予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
　

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 京都府立大学　文学部　教授 金澤　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  William Faulkner の Pylon を読む

 [授業の概要・目的]
この授業では William Faulkner 中期の問題作 Pylon を精読し、テキストをできるかぎり正確に理解
するとともに、従来注目されることの少なかったこの作品にフォークナー初期から後期にいたる一
貫した問題群を見いだし検討していく。授業は講義方式を基本とするが、適宜ディスカッションを
導入し、演習形式に近い形で行う。

 [到達目標]
　モダニズム文学特有の難解な文体を読み解く読解力をつける。また、モダニズム文学と資本主義
の複雑な関係を見抜く洞察力を身につける。

 [授業計画と内容]
１．Introduction 
２．Chapter 1 (1) pp.3-19
３．Chapter 1 (2) pp.19-32
４．Chapter 2 (1) pp.33-50
５．Chapter 2 (2) pp.50-65 
６．Chapter 3 (1) pp.66-83
７．Chapter 3 (2) pp.83-96 
８．Chapter 4 (1) pp.97-122  
９．Chapter 4 (2) pp.122-145　 
10．Chapter 5 (1) pp.146-170
11．Chapter 5 (2) pp.170-207
12．Chapter 6 (1) pp.208-229
13．Chapter 6 (2) pp.229-252
14．Chapter 7  pp.253-280 
15.  Conclusion

 [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]
William Faulkner 『Pylon』（Vintage International）ISBN:978-0-307-94678-2（各自amazon等で購入し
てください。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを読み、問題点を整理してきてください。また、フォークナーの他の作品を自分で読んで
ください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Emily Dickinsonの詩を読む 

 [授業の概要・目的]
Emily Dickinsonの詩を精読する。丁寧に読みながら、音の響きやリズムが詩の内容と結びつく様を
観察する。さらに、作品を通して詩人の自然観、宗教観、死生観などについても理解を深める。

 [到達目標]
詩人Dickinsonについて理解を深める。詩の基本的な形式について理解する。必ずしも容易ではない
詩の英語を正確に読み解き、分析するという作業を通して、思考力、想像力を伸ばすことができる。
 

 [授業計画と内容]
第一回　導入 
第二回　"A Bird came down the Walk" 
第三回　"Success is counted Sweetest" 
第四回　"A wounded deer leaps highest" 
第五回　"The Heart asks Pleasure--First--" 
第六回　"The Soul Selects her own Society--" 
第七回　"Glee! the great storm is over!" 
第八回　"Though I get home how late, how late!" 
第九回　"Hope is the thing with feathers--" 
第十回　"Drowning is not so pitiful" 
第十一回　"I like to see it lap the Miles" 
第十二回　"If you were coming in the fall" 
第十三回　"Because I could not stop for Death" 
第十四回　"Experiment to me" 
第十五回  "Some keep the Sabbath going to Church--"

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での発言等）（４０％）、レポート（６０％）により評価する。

 [教科書]
使用しない
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]
授業で読む作品を予習してきてください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

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

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『ハックルベリー・フィンの冒険』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_Adventures of Huckleberry Finn_ (1885)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、そのなかでのトウェインの位置について説明でき
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、_The Adventures of Tom Sawyer_(1876)の続編であり、マーク・トウェインが書いた
小説の中で代表作品と目されている__Adventures of Huckleberry Finn_(1885)を取り上げる。この学期
だけですべてを読み切ることはできないが、しばしば作品中でも最大の山場であるとみなされてい
る第31章まで読み進めることを目指したい。ペーパーバック版にして約210頁程度の分量になるが、
これを毎回およそ15～20頁程度のペースで読んでいくことになる。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、同時にこの小説の受容史・批評史や、他のトウ
ェイン作品との関連について、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１２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  『Adventures of Huckleberry Finn』（Penguin Classics）ISBN:978-0-14-3107323
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15～20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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学におけるユーモアと言語

 [授業の概要・目的]
文学においてユーモアは常に重要な要素であり、ナンセンスからブラックユーモアまで、現代のア
メリカ文学にもそれは綿々と受け継がれている。この授業では、そうした「笑い」を含む作家たち
の作品を読み、1)ユーモアをどう表しているのか、2)ユーモアによって何を表しているのか、とい
う点を中心に、言語の「芸」としてのユーモアとテーマ性の絡み合いを考察する。

 [到達目標]
言語による作家の「スタイル」に目を向け、それをより正確に把握できるようになること。英語の
原典を読み、それを日本語で表現する際には何がベストであるのかも同時に考えられるようになる
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 Seth Fried 
第三回 Manuel Gonzales 
第四回 Adam Ehrlich Sachs 
第五回 Steven Millhauser 
第六回 Brian Evenson 
第七回 Amelia Gray 
第八回 Pudgett Powell 
第九回 Michael Czyzniejewski 
第十回 Judy Budnitz 
第十一回 Wells Tower 
第十二回 Louise Erdrich 
第十三回 Victor LaValle 
第十四回 Donald Barthelme 
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%(5ページ
程度の作品の翻訳)。

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]
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]
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(1)

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「騎士の物語」(The Knight's Tale)を取り上げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・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

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　辞書の引き方
第3回～第4回　「総序の歌」(General Prologue)における騎士
第5回～「騎士の物語」精読

※前期は第2部までを読み切ることをめざす。

※「特殊講義」ではあるが基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求めら
れる。

 [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]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen. ed.). 『_The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。

 [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する。 

 [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る。

（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る。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(2)

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「騎士の物語」(The Knight's Tale)を取り上げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす（前期からの継続）。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・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

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　「騎士の物語」精読

※後期は第3部から読み始める。

※「特殊講義」ではあるが基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求めら
れる。

 [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]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen. ed.) 『_The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。

 [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する。   

 [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る。

（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る。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

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

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダニエル・デフォーの女性主人公たちの虚実

 [授業の概要・目的]
 ダニエル・デフォーの作品と言えば『ロビンソン・クルーソー』が最も有名だが、実は女性主人公
の物語の傑作も書いている。本講義では『モル・フランダース』(1722)を主に読む。モル・フラン
ダースはこの作品の女性主人公であり、18世紀イギリスの女性、特に庶民の女性がどう生きたかに
ついての厳しい状況を知ることができる。もちろん実を踏まえたフィクションであるし、劇的な浮
き沈みの物語とすることで当時の読者に受容されたわけだから、この「虚」のおもしろさの根幹を
読解することも目的とする。同じく女性主人公を取り上げた『ロクサーナ』(1724)にも触れたい。

 [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、『モル・フランダース』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]
　『モル・フランダース』は比較的長い作品なので、授業では前半について講義を行う。ページ数
を授業回数で割って着実に進んでいく。後半については各自テキストもしくは翻訳を読むことで補
って欲しい。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]
Daniel Defoe 『Moll Flanders』（Oxford Univ Pr (T); Reprint版 (2009/06)）ISBN:978-0192805355（
Oxford World's Classics (paperback)）

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 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

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Reading Traditional English Verse and Contemporary British Poetry (1)

 [授業の概要・目的]
In previous years, I have taught a course on the poet Philip Larkin, but am broadening the scope this year to 
look both at the poetic tradition of which Larkin was heir and at how British poetry has developed since 
Larkin's death in 1985. More generally, however, the course is focused on the key questions of how poetry 
works and what it does for us.

The syllabus encompasses an ambitious range of poetry through from the 16th century to the present, but 
there is absolutely no need to cover all the poems in the time available.

 [到達目標]
During the first semester, we look at a selection of so-called traditional English verse from the main historical 
periods, with the emphasis on technique and style.

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER

[1] course introduction

[2] Edmund Spenser, 'So oft as I her beauty do behold' (1595)

[3] William Shakespeare, Sonnet 73 (1609)

[4/5] Ben Jonson, 'To Penshurst' (1616)

[6] John Donne, 'The Flea' (published 1633)

[7] George Herbert, 'Love (III)' (1633)

[8] John Milton, 'On the Late Massacre in Piedmont' (1655)

[9] Alexander Pope, 'On a certain Lady at Court' (1717)

[10/11] Samuel Taylor Coleridge, 'Frost at Midnight' (1798) 

[12/13] Percy Bysshe Shelley, 'To a Skylark' (1820)

[14] John Masefield, 'Sea-Fever' (1902) 

[15] summary and discussion

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)

 [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（35％）、及び学期末課題（40％）

 [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 
poems covered 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

※オフィスアワーの詳細については、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)

  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

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Reading Traditional English Verse and Contemporary British Poetry (2)

 [授業の概要・目的]
In previous years, I have taught a course on the poet Philip Larkin, but am broadening the scope this year to 
look both at the poetic tradition of which Larkin was heir and at how British poetry has developed since 
Larkin's death in 1985. More generally, however, the course is focused on the key questions of how poetry 
works and what it does for us.

The syllabus encompasses an ambitious range of poetry through from the 16th century to the present, but 
there is absolutely no need to cover all the poems in the time available.

 [到達目標]
During the second semester, we will aim to get a grasp of the wealth and diversity of contemporary British 
poetry: what has been called 'the new rock and roll'.

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER

[1] course introduction

[2] Judith Nichols, 'Hair-Raiser' (1990)

[3] Brian Patten, 'Geography Lesson' (2000)

[4] Carol Ann Duffy, 'War Photographer' (1985)

[5] Don Paterson, 'Stream' (2004)

[6] Sarah Maguire, 'The Grass Church at Dilston Grove' (2007)

[7] Simon Armitage, 'The Twang' (2004)

[8] reading: poets on poetry

[9] Kathleen Jamie, 'Crossing the Loch' (1999)

[10] Hugo Williams, 'Dinner with my Mother' (2005)

[11] Selima Hill, 'Please Can I Have a Man' (1997)

[12] John Burnside, 'The Good Neighbour' (2005)

[13] Wendy Cope, 'At Stratford Services' (2011)

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)

[14] Benjamin Zephaniah, 'Library Ology' (1997)

[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％）、学期末レポート（75％）

 [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 
poems covered 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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 Karin L. Swanson

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

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]
This class`s primary goal is improvement of skills related to academic writing. At the completion of the class, 
students who have successfully understood, practiced and mastered these skills will be be able to formulate 
and organize their ideas for an essay, work through successive drafts or versions of the essay, engage in self- 
and peer-editing, and to revise their writing through these stages.    

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous one, meaning that regular attendance is 
necessary in order not to fall behind. 

There will be weekly homework which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook and other times being editing of students` writing. 

In some cases, this will be followed by instruction in rhetorical language or grammar related to specific types 
of essay writing. 

The semester will be almost equally divided into three study units: moving from paragraph to short essay 
writing, descriptive essays, and finally narrative essays.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There are no examinations as this is a writing class. 

Evaluation will be decided in the following way: 
Attendance 26% 
Homework in the textbook 26% 
Completed essays 48%

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]
A. Savage & P. Mayer 『Effective Academic Writing 2: The Short Essay』（Oxford University Press）
Students should bring the textbook to the first class as we will begin it from that first session. 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework will be assigned and checked for completion the following week.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 Karin L. Swanson

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

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 as those characteristic of literary criticism. 

 [到達目標]
The class`s primary goal remains, as in the first semester, an improvement of skills related to academic 
writing. 

Building on the foundation built during the spring term, students will continue to structure, compose and 
refine essays from conceptual to finished stages. 

At the completion of the course, students will have increased the varieties of essays they have written, which 
will give them not only expertise, but confidence to go on to longer essays. They will be able to more 
independently formulate longer essays from start to completion, and will have increased their critical thinking.
    

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous week`s, making regular attendance necessary 
in order not to fall behind. 

There will be weekly homework, which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook, other times editing of students` writing. 

In some cases, this will be followed by introduction of rhetorical language or grammar presentations related 
to specific types of essays. 

The class will be divided into three study units, focussing on three types of essays: Opinion, Compare and 
Contrast, and Cause and Effect.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There are no examinations for this writing class. 

Evaluation will be determined as follows: 
Attendance 26% 
Homework in the textbook 26% 
Completed Essays 48%

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]
A. Savage & P. Mayer  『Effective Academic Writing 2: The Short Essay』（Oxford University Press）
Students should bring the textbook to the first class as well as always bring a dictionary to be used when 
writing.   

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework will be assigned and checked for completion.    

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 法政大学　文学部 准教授 小林　久美子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  ウィリアム・フォークナーと語り手の問題

 [授業の概要・目的]
ウィリアム・フォークナーの代表作As I Lay Dyingは、米国南部の田舎道を棺桶かついで練り歩く一
家の珍道中を描いたロード・ノヴェルである。登場人物たちがつぎつぎと独白を繰り広げることで
プロットが進行するという、語りの数珠つなぎのような独特の形式をまとった本作は、文学分析の
基本となる「語り手の問題」を考察するのにふさわしいテキストである。授業は講師によるレクチ
ャーと受講者による発表＋ディスカッションを基本として進行するが、ときおり、短いパッセージ
を全員で翻訳をして、解釈の違いを楽しんだり、特定のキャラクターになりきって、ある場面をそ
の視点で語るという、ちょっとした創作活動も取り入れる予定である。

 [到達目標]
・小説における語りについて多角的に考察できるようになる
・モダニズム文学における視点の問題について理解する

 [授業計画と内容]
1日目：講義（作品の成立背景、モダニズム文学について）＋小説分析の基本練習＋As I Lay Dying
精読その1
2日目：As I Lay Dying精読その2（ディスカッション中心）
3日目：As I Lay Dying精読その3（ディスカッション中心）＋ミニ翻訳ワークショップ
4日目：As I Lay Dying精読その4（ディスカッション中心）＋キャラクターなりきりエクササイズ
5日目：As I Lay Dying精読その5（ディスカッション中心）＋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]
授業内発表＋ディスカッションの参加度（70パーセント）およびファイナルレポート（30パーセン
ト）で評価する

 [教科書]
Faulkner, William 『As I Lay Dying』（Vintage）ISBN:0099479311

 [参考書等]
  （参考書）
ウィリアム・フォークナー 『死の床に横たわりて』（講談社文芸文庫）ISBN:4061982419

 [授業外学習（予習・復習）等]
翻訳でもかまわないので、授業開始前に作品を一読しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

東京大学　　　　　　　
人文社会系研究科 教授 西村　義樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  文法と意味：認知文法の視点

 [授業の概要・目的]
日常の言語使用を可能にする知識の中で文法と意味はどのように関係しているのであろうか？この
言語学の根本問題に対する認知文法の考え方を、先行理論である生成文法と認知文法はどこがどう
違うのか、「辞書」的な意味と「百科事典」的な知識は区別できるのか、語彙と文法の関係をどう
捉えるのが適切か、等の問いに取り組むことを通して、多角的に検討する。

 [到達目標]
言語表現の意味とは何か、意味論と語用論は区別できるのか、動詞の意味と構文の意味はどう関係
しているのか、具体的な言語現象の分析にそもそも言語理論についての知識は必要なのか、等の問
題について改めて考えてみることの意義を実感し、自らの研究対象の分析に活かせるようになるこ
と。　

 [授業計画と内容]
以下のテーマを１日にほぼ２つずつ扱う予定。受講者と相談した結果、扱う順番やテーマを変更す
る可能性もある。

1. 認知言語学のどこが「認知」的なのか？：同じく言語知識の解明を目指す生成文法との根本的な
違いは何か？

2. ヒトが種に特有のコミュニケーションの様式をもつこととヒトのみが言語を使用できることとの
間には関係があるのか？　あるとしたら、それは何か？

3. 言語を用いたコミュニケーションにおいて伝達されるメッセージを言語の知識に属する部分（コ
ンテクスト中立的／意味論的な意味）とそれ以外の部分（コンテクスト依存的／語用論的な意味）
に二分することはできるのか？

4. そもそも（狭義の）文法とは何か？　すべての言語の知識に（語彙に加えて）文法があることの
意義は何か？　

5. 文法と（言語を用いて表現される）意味はどのような関係にあると考えるのが適切なのか？

6. 文の意味を決定する要因として真理条件以外に何がどうして必要なのか？

7. 語彙的な知識と文法的な知識はどのような関係にあるのか？両者は別個の領域なのか、それとも、
（スペクトルにおける緑と青のように）連続体を構成しているのか？語彙項目の意味と語彙項目（
例えば動詞）が生じる構文の意味はどのように関係しているのか？

8. 認知言語学において近年（隠喩と並んで）換喩が重視されているのはなぜか？

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)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義で扱ったテーマのいずれかに関するレポートを課す予定。討論への積極的な参加（20点）、レ
ポート（80点）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
西村義樹・野矢茂樹 『言語学の教室：哲学者と学ぶ認知言語学』（中央公論新社）ISBN:978-4-12-
102220-2（認知言語学についてまったく予備知識がなくても読めて、この理論の全体像が把握でき
る本です。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
認知言語学をまったく知らない人は参考書として挙げた本を読んでおいてください。復習したり理
解を深めたりするための文献は講義でも適宜紹介しますが、この本の「さらに学びたい人のための
文献案内」も参照されるとよいと思います。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  H. P. Lovecraftの中篇２篇を読む

 [授業の概要・目的]
いわゆる怪奇小説家として不遇な生涯を送ったH. P. Lovecraftの作品群は、単なる怪奇小説の範疇に
は収まらない、独特の世界を形成している。この授業では、彼の中篇の代表作である"The Call of 
Cthulhu"と"The Shadow over Innsmouth"の２篇を取り上げ、小説技法や言語表現に注意を払いながら
テクストをじっくり読む姿勢を養うことを目的とする。

 [到達目標]
アメリカ大衆小説史の基本的な知識を習得しながら、小説の読みの精度を高めることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第１週：イントロダクション（アメリカ大衆小説史、およびH. P. Lovecraftについて）
第２-6週："The Call of Chthulhu"講読
第7-14週："The Shadow over Innsmouth"講読

いずれも、精読と速読を併用する。速読の回については、あらかじめ当番を決め、その当番による
発表をもとにした質疑応答形式とする。

 [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50％ ＋ 期末レポート50％で評価する。
期末レポートは、英文500語程度。

 [教科書]
H. P. Lovecraft 『The Call of Cthulhu and Other Weird Stories』（Penguin Modern Classics）ISBN:978-
0141187068

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業のためには、丹念に辞書を引き、気になる個所を時間をかけて考えてくることが必要に
なる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Langston Hughes, The Ways of White Folksを読む

 [授業の概要・目的]
20世紀初頭のいわゆるHarlem Renaissanceを代表するアフリカ系作家の一人、Langston Hughesの短篇
集The Ways of White Folks (1934)を読む。

 [到達目標]
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、
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４ページ程度）。慣
れてきたところで発表形式を取り入れ、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２～13週：テクスト講読 
第14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（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
Langston Hughes 『The Ways of White Folks』（Vintage）ISBN:978-0679728177

 [参考書等]
  （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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語の規範と標準化

 [授業の概要・目的]
　教科書として指定したAuthority in Language （James Milroy and Lesley Milroy著）を読みながら、
英語がたどってきた標準化の歴史、および現代英語の多様性について学びます。

 [到達目標]
　現代英語のヴァリエーションを理解し、社会言語学的な視点から現代英語を観察する力を養うこ
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～14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 Authority in Language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]
James Milroy and Lesley Milroy 『Authority in Language』（Routledge）

 [参考書等]
  （参考書）
Graeme Trousdale 『An Introduction to English Sociolinguistics』（Edinburgh University Press）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(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]
Authority in Language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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  初期近代英語を読む

 [授業の概要・目的]
　英語史の中でも大きな変化が起こったといわれる初期近代英語期に焦点を当てながら、言語変化
の実際を学びます。

 [到達目標]
　現代英語のさまざまな構文が確立してきた過程を学ぶとともに、具体的な文献の講読と調査を行
い、初期近代英語を読む力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～14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 An Introduction to Early Modern English の講読
・京都大学図書館機構のホームページから Early English Books Online にアクセスし、具体的な初期
近代英語の文献にあたると同時に、その言語的特徴を分析する
・英語の変化に関する論文の講読
・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]
授業への貢献度(40%)およびレポート(60%)によって評価を行います。

 [教科書]
Terttu Nevalainen 『An Introduction to Early Modern English』（Edinburgh University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Norman Blake 『A Grammar of Shakespeare's Language』（Palgrave）

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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(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]
　教科書の予習（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://www.iyeiri.sakura.ne.jp/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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Noel Coward, Private Lives演習A

 [授業の概要・目的]
20世紀英国演劇を代表する作家の一人であるNoel CowardのPrivate Livesの精読を通じて、英語によ
る演劇について基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲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。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行い。併せて、今後の演習の進め方につい
て説明する。

第2-14回　Private Livesの精読
Private Livesを精読し、内容について討論する。担当箇所はあらかじめ指定する。台詞ごとの難易度
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５０－１００行を講読する。

フィードバックについては授業中に指示をする。

前期の授業で読み終えることはできないであろうと思われるので、後期は前期の終了箇所から開始
する予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
Noel Coward 『Three Plays: Blithe Spirit, Hay Fever, Private Lives』（Vintage International）ISBN:978-
0679781790

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(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、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Noel Coward, Private Lives演習B

 [授業の概要・目的]
20世紀英国演劇を代表する作家の一人であるNoel CowardのPrivate Livesの精読を通じて、英語によ
る演劇について基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲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。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにPrivate Livesの精読
前期終了時点までの内容を簡単に振り返った後、あらかじめ決めた担当に従ってPrivate Livesの精読
を開始する。

第2-14回　Private Livesの精読
Private Livesを精読し、内容について討論する。台詞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５０－１００行を講読する。

フィードバックについては授業中に指示をする。

途中でPrivate Livesを読み終えた場合は、引き続きCowardの別の戯曲を読む予定である。具体的な
作品は残り回数と出席者の意向を勘案の上決定する。

 [履修要件]
原則として前期のPrivate Lives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70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

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]
Noel Coward 『Three Plays: Blithe Spirit, Hay Fever, Private Lives』（Vintage International）ISBN:978-
0679781790

 [参考書等]
  （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、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  水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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 教授 文学研究科 若島　正

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 若島　正

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Ross Macdonald, The Galton Caseを読む

 [授業の概要・目的]
Dashiell Hammett、Raymond Chandlerと並んで、俗に「ハードボイルド御三家」と呼ばれ、近年再評
価の気運が高まってきた、「文学的」な探偵小説家Ross MacdonaldのThe Galton Case (1959)を読む。
精読と速読を併用して、この長篇小説を最後まで読み切る。

 [到達目標]
Ross Macdonaldの作品は、１人称の語り手である探偵Lew Archerによる視点の扱い方や、多彩な比
喩表現を特徴としている。精読では、とりわけそうした語りの技法や言語表現に注意して読む態度
を身につけることを目標にする。
また、速読では、一冊の小説をペーパーバックで読み切る習慣をつけることが第一の目標だが、探
偵小説の特徴である、あらゆる細部が謎を解く手がかりになる可能性を秘めていることを忘れずに、
細部への目配りを怠らない態度を身につけることも第二の目標になる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション（アメリカ探偵小説史、およびRoss Macdonaldについて）
第２-６回　精読（第１-５章）
第７-14回　速読（第６-32章）

速読の回については、あらかじめ当番を決め、その当番による発表をもとにした質疑応答形式とす
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50％　＋　期末レポート50%で評価する。
期末レポートは、英文500語程度。

 [教科書]
Ross Macdonald 『The Galton Case』（Penguin Modern Classics）ISBN:978-0141196633

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業のためには、丹念に辞書を引き、気になる個所を時間をかけて考えてくることが必要に
なる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 森　慎一郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Nathaniel Hawthorneの短篇小説を読む

 [授業の概要・目的]
19世紀アメリカ文学を代表する作家、Nathaniel Hawthorne (1804-64）の短篇小説を精読する。 

 [到達目標]
辞書を丁寧に引きながら文学作品を一語一句にこだわって読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。 

 [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ページ程度）。ただ
し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２～13週：テクスト講読
第14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、授業で読んだ作品のいずれか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（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス小説精読

 [授業の概要・目的]
Robert Louis Stevenson, "Treasure Island"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ページ程度分読む。適当にとばしながら、半期で最後まで
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]
到達目標の達成度に基づき、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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Harold Pinter講読

 [授業の概要・目的]
Harold Pinter (1930-2008)は、2005年にノーベル文学賞を受賞した、20-21世紀演劇を代表する作家の
一人である。この劇作家の短い戯曲の精読を通じて、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。
・Pinteresqueと称される、この作家独特の演劇言語と演劇世界を味わう能力を養う。

 [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　戯曲の精読
戯曲本文を精読し、内容について討論する。The Room (1960年初演）から始める。台詞毎の難易度
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。

The Room読了後に読む戯曲については、参加者の意向を確認したうえで決定する。

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。正
当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [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

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 人間・環境学研究科 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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・ブレイク（1757-1827）の抒情詩を取り上げる。
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、１～２篇ずつ、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]
期末筆記試験の成績（60点）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 Blake 『Songs of Innocence and of Experience』（Oxford Univ. Pr.）ISBN:0192810898

 [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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 人間・環境学研究科 桂山　康司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   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、エミリー・ディキンソン（1830-1886）の抒情詩を読む。
第1回：導入。どの作品を読むかは、この授業において指示する。
第2～14回：作品の精読。毎回、１～２編ずつ、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]
期末筆記試験の成績（60点）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]
新倉俊一（注釈） 『The Poems of Emily Dickinson』（研究社小英文叢書）ISBN:4327011886

 [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））
イギリス詩に対する予備知識は一切必要としない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習) 
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

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習) 
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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  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）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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習) 
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - 100 Years of Assimilation  

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. The second wave, in the 1950's, were those written by the ‘
Beat’ poets in the U.S.A. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been widely published and 
broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the history of the genre using reading 
texts and examples. (In the second semester, we will study the differences between Japanese and English 
haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We will recognize some qualities of 
the English language that are ideally suited to writing haiku!) Lectures and discussions will be supplemented 
with audio, video and handouts. In class, students should take occasional notes of things they consider 
interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. Sometimes students will be 
encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. Students will anthologise and critique their 
selection of the best American and British haiku during the first semester and present this as a report during 
the final two classes. 

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, discussing and analysing. Some 
cultural comparison will necessarily be made between the English-speaking world and the Japanese world, to 
which students should actively contribute. Also, we will hope to improve ability to read 'between the lines'. A 
further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is more', which Japan has helped to 
instil in world literature.  

 [授業計画と内容]
1. Orientation 
2. Origins in Japan and literary ground in UK and USA 
3. Oriental translations 
4. Orientalism 
5. Imagism 
6. Western view of Zen 
7. Beat poets 
8. 1960s 
9. Haiku Society of America 
10. British Haiku Society 
11. World Haiku 
12. Haiku radio 
13. Haiku in other Western media 
14. Internet haiku (and critiqued anthology reports) 
15. Future of world haiku (and critiqued anthology reports)

アメリカ文学(外国語実習)  (2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)  (2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class. 

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J.  『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A.  『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習) 
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - Characteristics

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been 
widely published and broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the differences 
between Japanese and English haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We 
will recognize some qualities of the English language that are ideally suited to writing haiku! Lectures and 
discussions will be supplemented with audio, video and handouts. In class, students should take occasional 
notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. 
Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. During the semester,
 students will choose one characteristic of English haiku (e.g. punctuation, lineation, Western season words) 
for their special attention and, illustrating their ideas with their own researched haiku examples, present this 
as a report during the final two classes.  

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, discussing and analysing. Some 
cultural and linguistic comparison will necessarily be made between the English-speaking world and the 
Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will hope to improve ability to read '
between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is more', which 
Japan has helped to instil in world literature. This course may also help develop seasonal consciousness.

 [授業計画と内容]
1. Orientation and links from last semester
2. Japanese and English: linguistic differences
3. pond frog plop!
4. Lineation, translation workshop
5. Break, image contrast (cf. famous poets’ work)
6. Seasons in English Haiku I: spring
7. Seasons in English Haiku II: summer
8. Seasons in English Haiku III: autumn
9. Creating an English haiku, composition workshop 
10. Seasons in English Haiku IV: winter 
11. Seasons in English Haiku V: all/no season 
12. Humour and influence of senryu on US/UK haiku
13. Haiku ‘moment’ and hints on researching examples
14. Rensaku, rengay and report preparation/submission
15. Haibun and report preparation/submission

アメリカ文学(外国語実習) (2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習) (2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class. 

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J.  『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin  『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  バルザックの小説における歴史表象の研究－1830年の諸作品を中心に

 [授業の概要・目的]
1820年代のフランス・ロマン主義文学運動において、「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。古典主義に対してロマン主義演劇の勝利を確定したユゴ
ーの『エルナニ』（1830）をはじめ、多くのロマン主義演劇は、歴史的事件・人物を素材に新しい
劇作法を模索し、また20年代の小説ジャンルは、バルザックの『フクロウ党』（1829）をはじめと
する「歴史小説」を量産した。本講義では、その後写実主義小説への道を拓いたバルザックに注目
し、1830年の初期作品における歴史的テーマの扱い方と語りの方法との関係を考察する。

 [到達目標]
フランス・ロマン主義文学における「歴史」の表象を理解し、それ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　(１～２回) 
　　　2. バルザックの文学史的位置づけと1830年前後の文学状況　(２～３回） 
　　　3.『フクロウ党』と1820年代の歴史小説（１～２回） 
　　　4.『ソーの舞踏会』の概要とテクストの講読・分析　(７～８回） 
後期：5. 1830年のバルザック作品の講読と分析 （それぞれの作品に3～5回）
　　　　『恐怖時代の一挿話』
　　　　『二つの夢』（『カトリーヌ・メディシス』の第3部）
　　　　『栄光と不幸』（『鞠打つ猫の店』）
　　　　『ヴァンデッタ』
　　　6.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（50％）と年度末のレポート（50％）

 [教科書]
授業中に指示する

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]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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『エミール』を読む

 [授業の概要・目的]
『エミール』はルソーの思想を集大成した代表作の一つとして知られている。教育論の形を取って
いるが、内容はルソーの人間論の体系的な展開である。この授業ではこの作品の中からいくつかの
部分を選んで原文で精読し、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、ルソーの
宗教論である「サヴォワ人助任司祭の信仰告白」を読む予定である。

 [到達目標]
『エミール』におけるルソーの思想と作品の形式（論理の展開など）との関係に特に注目して読む。

 [授業計画と内容]
前期
１回目　全体についての説明、作家と作品の紹介
２～14回目　第２編を中心に、原文の論理の展開に注意しながら読む
後期
１回目～14回目　第４編を中心に読む予定

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フェヌロン『テレマックの冒険』研究（１）

 [授業の概要・目的]
フランス17世紀末の聖職者・思想家であるフェヌロン（Fénelon, 1651-1715）の著作、とくに『テレ
マックの冒険』（Les Aventures de Télémaque, 1699）の執筆の背景、依拠する文学的伝統、盛り込ま
れた思想、その受容などの諸相について考察する。

 [到達目標]
フランス17世紀末の教育論、宗教思想、文学論について正確で整理された知識を習得する。
西洋古典文学の伝統を理解する。
アレゴリー文学の読解の仕方を学ぶ。

 [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～第2週　フェヌロンの経歴
第3～第4週　フェヌロンの教育論
第5～第6週　『テレマックの冒険』の執筆と出版の経緯
第7～第14週　『テレマックの冒険』の読解

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（３０％）および期末レポート（７０％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フェヌロン『テレマックの冒険』研究（２）

 [授業の概要・目的]
フランス17世紀末の聖職者・思想家であるフェヌロン（Fénelon, 1651-1715）の著作、とくに『テレ
マックの冒険』（Les Aventures de Télémaque, 1699）の執筆の背景、依拠する文学的伝統、盛り込ま
れた思想、その受容などの諸相について考察する。

 [到達目標]
フランス17世紀末の教育論、宗教思想、文学論について正確で整理された知識を習得する。
西洋古典文学の伝統を理解する。
アレゴリー文学の読解の仕方を学ぶ。

 [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～8週　『テレマックの冒険』の読解
第9～10週　『テレマックの冒険』の受容
第11週　フェヌロンと17世紀の宗教思想
第12週　フェヌロンの文学論
第13週　フェヌロンと新旧論争
第14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％）

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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  Critique, mémoire, écriture

 [授業の概要・目的]
Réflexion critique, philosophique et esthétique, mémoire historique et personnelle, sont entrelacées de 
différentes manières dans la littérature et la pensée française du XXe siècle, pour donner naissance à des 
formes d’écriture singulières. 

 [到達目標]
Nous étudierons cette année l’écriture de Pierre Klossowski en multipliant les approches sur sonoeuvre pour 
définir sa spécificité et restituer son univers intellectuel, tout en l’inscrivant dans son contexte.

 [授業計画と内容]
Bilan et recherche bibliographiques, biographie et contexte historique, rencontres intellectuelles, écrivains 
traduits et/ou commentés (notamment Nietzsche, Gide, Kierkegaard, Benjamin etc.), rapports entre son 
oeuvre écrite et dessinée, entre ses textes critiques, fictionnels et théoriques.

 [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 intérêt prononcé pour les études littéraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Klossowski 『Un si funeste désir』（Gallimard, L'imaginaire）ISBN:207073742X
Bibliographie critique:
Alain Arnaud, Pierre Klossowski, Seuil, 1990.
Thierry Tremblay, Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski, Hermann, 2012.
Thierry Tremblay (dir.), dossier Pierre Klossowski, Europe, n.1034-1035, 2015.
Slaven Waelti, Klossowski, l’incommunicable: lectures complices de Gide, Bataille et Nietzsche, Droz, 
2015.
	

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)

Sitographie:
http://pierre-klossowski.fr/pages/page.php
http://ionas-editions.com/fr/ressources/p-klossowski/

 [授業外学習（予習・復習）等]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. Il convient notamment de proposer au professeur un sujet d’exposé oral ou de dossier 
écrit.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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  Critique, mémoire, écriture

 [授業の概要・目的]
Réflexion critique, philosophique et esthétique, mémoire historique et personnelle, sont entrelacées de 
différentes manières dans la littérature et la pensée française du XXe siècle, pour donner naissance à des 
formes d’écriture singulières. 
 

 [到達目標]
Nous étudierons cette année l’écriture de Pierre Klossowski en multipliant les approches sur son oeuvre, 
pour définir sa spécificité et restituer son univers intellectuel, tout en l’inscrivant dans son contexte.

 [授業計画と内容]
Bilan et recherche bibliographiques, biographie et contexte historique, rencontres intellectuelles, écrivains 
traduits et/ou commentés (notamment Nietzsche, Gide, Kierkegaard, Benjamin etc.), rapports entre son 
oeuvre écrite et dessinée, entre ses textes critiques, fictionnels et théoriques.

 [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 intérêt prononcé pour les études littéraires, sont cependant souhaitables. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Klossowski 『Un si funeste désir』（Gallimard, L'imaginaire）ISBN:207073742X
Bibliographie critique:
Alain Arnaud, Pierre Klossowski, Seuil, 1990.
Thierry Tremblay, Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski, Hermann, 2012.
Thierry Tremblay (dir.), dossier Pierre Klossowski, Europe, n.1034-1035, 2015.
Slaven Waelti, Klossowski, l’incommunicable: lectures complices de Gide, Bataille et Nietzsche, Droz, 
2015.

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)

Sitographie:
http://pierre-klossowski.fr/pages/page.php
http://ionas-editions.com/fr/ressources/p-klossowski/

 [授業外学習（予習・復習）等]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. Il convient notamment de proposer au professeur un sujet d’exposé oral ou de dossier 
écrit.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロ『エルヴェシウス『人間論』論駁』を読む

 [授業の概要・目的]
ディドロがエルヴェシウス『人間論』（1773年、没後刊行）の逐条的反駁として記した『エルヴェ
シウス『人間論』論駁』（1774～76年？）を精読し、この同時代を代表する二人の唯物論哲学者の
意見の相違を解説しながら、啓蒙の世紀の人間論（感覚論・身体論）・教育論・道徳論・政治論の
問題設定について理解を深める。その際、ロック、モンテスキュー、ルソー、ドルバックら、ディ
ドロとエルヴェシウス両者がともに参照する哲学者たちの議論も適宜参照し、一八世紀の哲学的議
論の布置にも留意する。また、「逐条的反駁」のかたちで、さまざまな実例を挙げながら、エルヴ
ェシウスの体系的議論への懐疑を呈するディドロ独特の書き方にも注目して、ディドロ特有の唯物
論や哲学的探究の方法についても考察を加えたい。

 [到達目標]
①近世フランス語の哲学・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哲学（人間論・教育論・道徳論・政治論）の基礎知識を身
につける。
③一般に、思想史的な古典を精密に読解する手法を身につける。

 [授業計画と内容]
ディドロの『エルヴェシウス『人間論』論駁』（日本語の抄訳あり、エルヴェシウス『人間論』に
ついても同様）の要所をフランス語原典で読み、学生の担当する日本語訳を検討しながら、授業を
進めてゆく。取り上げられるのは以下のテーマである。その際、ロック『人間知性（悟性）論』、
モンテスキュー『法の精神』、ルソー『エミール』、ドルバック『自然の体系』など、エルヴェシ
ウス、ディドロの言及するさまざまな同時代の著作との関係についても解説を加える。
・ディドロとエルヴェシウス：1750年代からの人間学を巡る論争
・1770年代のディドロとエルヴェシウスの哲学的考察と政治論 
・18世紀感覚論・唯物論における感覚・知性と身体組織の関係
・「生得的なもの」と「獲得されたもの」の境界：教育の可能性と限界
・感覚・知性の一般性か（エルヴェシウス）、身体組織・天分の特異性か（ディドロ）
・個人と環境：エルヴェシウス「偶然」論とディドロの「状況」論
・道徳の地位：エルヴェシウス「利害」の一般理論とディドロの「徳」論
・教育と政治：エルヴェシウスの啓蒙専制擁護論とディドロの懐疑
・哲学を書く：エルヴェシウスの「体系」とディドロの「対話的」書法　　

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、邦訳を適宜参照してもらってかまわない）。

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]
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。

 [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]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロ『エルヴェシウス『人間論』論駁』を読む

 [授業の概要・目的]
ディドロがエルヴェシウス『人間論』（1773年、没後刊行）の逐条的反駁として記した『エルヴェ
シウス『人間論』論駁』（1774～76年？）を精読し、この同時代を代表する二人の唯物論哲学者の
意見の相違を解説しながら、啓蒙の世紀の人間論（感覚論・身体論）・教育論・道徳論・政治論の
問題設定について理解を深める。その際、ロック、モンテスキュー、ルソー、ドルバックら、ディ
ドロとエルヴェシウス両者がともに参照する哲学者たちの議論も適宜参照し、一八世紀の哲学的議
論の布置にも留意する。また、「逐条的反駁」のかたちで、さまざまな実例を挙げながら、エルヴ
ェシウスの体系的議論への懐疑を呈するディドロ独特の書き方にも注目して、ディドロ特有の唯物
論や哲学的探究の方法についても考察を加えたい。

 [到達目標]
①近世フランス語の哲学・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哲学（人間論・教育論・道徳論・政治論）の基礎知識を身
につける。
③一般に、思想史的な古典を精密に読解する手法を身につける。

 [授業計画と内容]
ディドロの『エルヴェシウス『人間論』論駁』（日本語の抄訳あり、エルヴェシウス『人間論』に
ついても同様）の要所をフランス語原典で読み、学生の担当する日本語訳を検討しながら、授業を
進めてゆく。取り上げられるのは以下のテーマである。その際、ロック『人間知性（悟性）論』、
モンテスキュー『法の精神』、ルソー『エミール』、ドルバック『自然の体系』など、エルヴェシ
ウス、ディドロの言及するさまざまな同時代の著作との関係についても解説を加える。
・ディドロとエルヴェシウス：1750年代からの人間学を巡る論争
・1770年代のディドロとエルヴェシウスの哲学的考察と政治論 
・18世紀感覚論・唯物論における感覚・知性と身体組織の関係
・「生得的なもの」と「獲得されたもの」の境界：教育の可能性と限界
・感覚・知性の一般性か（エルヴェシウス）、身体組織・天分の特異性か（ディドロ）
・個人と環境：エルヴェシウス「偶然」論とディドロの「状況」論
・道徳の地位：エルヴェシウス「利害」の一般理論とディドロの「徳」論
・教育と政治：エルヴェシウスの啓蒙専制擁護論とディドロの懐疑
・哲学を書く：エルヴェシウスの「体系」とディドロの「対話的」書法　　

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし邦訳を適宜参照してもらってかまわない）。

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]
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。

 [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]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 森本　淳生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと〈近代文学〉の生成──文学場・周縁性・両義性

 [授業の概要・目的]
　レチフ・ド・ラ・ブルトンヌ（1743-1806）はポスト・ルソー世代のマイナー作家で、とりわけ
浩瀚な自伝『ムッシュー・ニコラ』を書いたことで知られます。彼はブルゴーニュ地方の農民の出
身で印刷工としての修行を積み作家となりました。18世紀から19世紀末にかけては識字率が上昇し
「誰もが書き、誰もが読む」時代が到来しますが、そうしたなかで、宗教や血統による助けがなく、
芸術的卓越性の面でもルソーのような評価を得られなかったレチフは──近年発掘されてきた農民
・職人出身で自伝的テクストを残したジャムレー=デュヴァル、メネトラなどと同様──「庶民」
がものを書くようになるプロセスを体現する存在だと考えることができるでしょう。宗教・血統・
芸術にかんする後ろ盾なしに作品を書き、自分の「筆一本で」作家として身を立てようとしたレチ
フのうちには、近代的なエクリチュールの主体にかかわる諸問題が集約的に現れているはずです。
本講義では、レチフの諸作品の読解を通してフランスにおける〈近代文学〉の生成について再考し
ます。
　フランス18世紀は、政治的には官僚制的中央集権化を進める王権が高等法院との対立を激化させ、
宗教的には自然宗教や無神論の台頭した時期であり、文学・芸術に関わる領域では、ルイ14世時代
に確立された古典主義詩学が解体されて理性に対する感情の優位が説かれ、出版・ジャーナリズム
が隆盛し公論（l’opinion publique）が成立するとともに、読者／公衆（le public）が成熟していく
なかで作家の自律化が進み、文芸（belles lettres）から文学（littérature）への変化が起こった時代で
した。こうしたプロセスについてはもちろんすでに膨大な研究の蓄積があります。レチフ研究につ
いてはピエール・テスチュの古典的研究（『レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと文学的創造』）や日本
における植田祐次の先駆的研究（『共和国幻想』）にくわえ、近年では、ベルクマンやル・ボルニ
ュの充実した著作*が刊行される一方、作品の批評校訂版が相次いで出版され研究の隆盛が見られ
ます。
　精神分析的な視角から父子関係の問題に着目するベルクマンは、レチフが父との系譜・相続関係
に執着する一方で、父との断絶を欲望し「自己自身の息子」になるという自己産出を夢想していた
と指摘し、レチフの錯綜したテクスト群が主体の欠如の周囲に紡がれるファンタスムの形成物であ
ると論じています。ル・ボルニュは、古典主義的な諸ジャンルが解体していく時代状況のなかで、
文学場において周縁的位置にあったレチフは、ジャンルを交雑（hybridation）させて革新的な作品
を書くことでアカデミーやサロンなど既成の制度に反抗し、しかるべき地位を獲得する戦略をとっ
たと考えます。本講義では、この両者の議論を批判的に受け継ぐことで出発点の仮説としたいと考
えます。すなわち、当時の文学場におけるレチフの周縁的位置に着目しつつも、両義性をはらむレ
チフのテクストを作家の地位獲得のための戦略としてだけではなく、むしろ周縁的位置自体がもつ
両義性と相関関係にあるものとして理解し、ベルクマンが強調したレチフのテクストの揺れをこの
周縁性の観点から理解しようと試みることです。
* Gisèle Berkman, Filiation, origine, fantasme, Honoré Champion, 2006.
　Françoise Le Borgne, Rétif de La Bretonne et la crise des genres littéraires (1767-1797), Honoré Champion,
 2011.

 [到達目標]
レチフの諸作品の読解を通じて、文学的にも政治的にも精神史的にも大きな転換期であった18世紀
フランスについて一定の知識と理解を習得する。
講義で用いる種々の方法論（テクスト分析、詩学/美学、精神分析、文学場の社会学）について学ぶ。

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)

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション：レチフ・ド・ラ・ブルトンヌとは誰か？【1週】
２．転換期としての18世紀フランス
　(1) 自伝的エクリチュールの生成：宗教的自伝、貴族の自伝、芸術家の自伝【2週】
　(2) 古典主義の解体と「市民劇drame bourgeois」の成立【3週】
　(3) 「公論l’opinion publique」の誕生【2週】
３．「文学場」とマイナー作家の戦略【3週】
４．近代におけるエクリチュールと主体【3週】
５．まとめ【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。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義では一部フランス語テクストを購読します。適宜指示しますので、事前に予習してください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  クノー『ルイユから遠くはなれて』を読む

 [授業の概要・目的]
レーモン・クノーの小説『ルイユから遠くはなれて』（Raymond Queneau, Loin de Rueil, 1944）を、
日本語訳により全体像を把握しつつ、毎回精読すべき箇所を選んでフランス語原典で講読する。こ
の小説は「白昼夢の小説」と呼ばれるとおり、夢見がちな主人公のジャック・ロモーヌが、ままな
らぬ人生を生きつつも、そのあらゆる段階で、夢見る人生やありえたはずの人生を想像する、とい
う内容を持っている。「夢想・憧れ」と「現実」の対立をテーマとする小説であり、〈フィクショ
ン〉の意義や機能を問い返すメタフィクションとして読むことも可能である。また、〈映画館〉、
〈郊外〉、〈知恵〉、〈強迫観念〉など、興味深いテーマが繰り返し現れることから、これらの観
点から小説全体を捉え直すことも試みたい。  

 [到達目標]
・多少とも複雑な構文、豊かな語彙で書かれたフランス語小説を、文法の知識を駆使して、正確に
読み解く力を養う。
・〈木を見て森を見ず〉の弊害に陥ることなく、小説全体と細部の読みを有意義に結びつける技術
を修得する。  

 [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）。

レーモン・クノー『ルイユから遠くはなれて』は全１０章から構成される小説なので、原則として
１回の授業で（翻訳も活用しつつ）１章分を進むこととし、内容が濃く分量も多い数章については
１章分に２回の授業をあてることとする。

第１回：イントロダクション
レーモン・クノーや『ルイユを遠くはなれて』に関する概説。授業の進行、評価などについての説
明。

第２回～第１４回：第１章から第１０章までの講読。原文で精読する箇所の選定については、教員
が指定することも、学生の希望をつのることもある。

第１５回：まとめ　１３回にわたる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。  

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]
平常点（出席状況・分担箇所への取り組み方）と期末のレポートによって評価する（それぞれ５：
５）。

 [教科書]
Raymond Queneau 『Loin de Rueil』（Gallimard (folio)）ISBN:9782070368495

 [参考書等]
  （参考書）
レーモン・クノー 『ルイユから遠くはなれて』（水声社）ISBN:9784891768669（この翻訳書は教員
の側で５冊分用意し、精読箇所の担当者を優先して貸し与えるつもりですが、個人で購入すればよ
り自由に勉強できるはずです。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
分担の予習・準備をきちんとしてくること（日本語訳を参照してもよいので、なぜそのような訳に
なっているのか、単語の意味を調べ、文法を解析し、説明できるようにしておく）。また、分担箇
所について、当該の章や小説全体との関連でコメントがつけられることが望ましい。 

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  クノー『わが友ピエロ』を読む

 [授業の概要・目的]
レーモン・クノーの小説『わが友ピエロ』（Raymond Queneau, Pierrot mon ami, 1942）を、日本語訳
により全体像を把握しつつ、毎回精読すべき箇所を選んでフランス語原典で講読する。この小説の
舞台は、礼拝堂に隣接する遊園地に設定されている。人間の二面性のうち、礼拝堂が〈聖〉を体現
し、遊園地が〈俗〉を体現しているのである。礼拝堂と遊園地の勢力争いによって表現された、聖
と俗の、死と生のせめぎ合いは、遊園地の火災焼失事件をきっかけとして、推理小説風の展開を見
せ始める。推理小説における〈謎〉や〈真実〉を問い返す〈メタミステリー〉としての読解、呑気
で飄々とした主人公が体現する〈知恵〉（コジェーヴ）をめぐる読解、1930年代のパリに実在した
遊園地〈ルナ・パーク〉に焦点を当てた文化史的読解など、さまざまな角度から、この魅力的な小
説を読み解いていきたい。 

 [到達目標]
・多少とも複雑な構文、豊かな語彙で書かれたフランス語小説を、文法の知識を駆使して、正確に
読み解く力を養う。
・〈木を見て森を見ず〉の弊害に陥ることなく、小説全体と細部の読みを有意義に結びつける技術
を修得する。 

 [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）。

レーモン・クノー『わが友ピエロ』は全８章＋エピローグから構成される小説なので、原則として
１回の授業で（翻訳も活用しつつ）１章分を進むこととし、内容が濃く分量も多い数章については
１章分に２回の授業をあてることとする。

第１回：イントロダクション
レーモン・クノーや『わが友ピエロ』に関する概説。授業の進行、評価などについての説明。

第２回～第１４回：第１章から第８章、エピローグまでの講読。原文で精読する箇所の選定につい
ては、教員が指定することも、学生の希望をつのることもある。

第１５回：まとめ　１３回にわたる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。  

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]
平常点（出席状況・分担箇所への取り組み方）と期末のレポートによって評価する（それぞれ５：
５）。

 [教科書]
Raymond Queneau 『Pierrot mon ami』（Gallimard (folio)）ISBN:9782070362264  

 [参考書等]
  （参考書）
レーモン・クノー 『わが友ピエロ』（水声社）ISBN:9784891768652（この翻訳書は教員の側で５冊
分用意し、精読箇所の担当者を優先して貸し与えるつもりですが、個人で購入すればより自由に勉
強できるはずです。 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
分担の予習・準備をきちんとしてくること（日本語訳を参照してもよいので、なぜそのような訳に
なっているのか、単語の意味を調べ、文法を解析し、説明できるようにしておく）。また、分担箇
所について、当該の章や小説全体との関連でコメントがつけられることが望ましい。   

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの中後期作品におけるドレフュス事件とユダヤ人 I

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ人の主題は、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、
前年度に行ったプルーストの初期作品（1892年のテクストから『ジャン・サントゥイユ』まで）に
おけるドレフュス事件（1894-1906）とユダヤ人の分析を踏まえつつ、1900年のラスキン論から「
ある親殺しの感情」（1907）、「ルモワーヌ事件」（1908）、反サント＝ブーヴ論（1908）を経て
『失われた時を求めて』（1913-1927）へといたる作品におけるドレフュス事件の記憶、ユダヤ像
および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と政治・歴史との関わりを考察する。

 [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1900年から1913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【１週】 
２．プルーストの初期作品に現れたユダヤ像【１週】 
３．ラスキン時代（1900-1906）のテクストにおける政治と美学【２週】 
４．「ある親殺しの感情」（1907）読解【２週】 
５．「ルモワーヌ事件」（1908）におけるドレフュス事件の記憶とユダヤ史【２週】 
６．「サント＝ブーヴに反論する」（1908）におけるユダヤ像【３週】 
７．『スワン家の方へ』（1913）におけるユダヤ像【３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。

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]
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

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの中後期作品におけるドレフュス事件とユダヤ人 II

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ人の主題は、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、
前年度に行ったプルーストの初期作品（1892年のテクストから『ジャン・サントゥイユ』まで）に
おけるドレフュス事件（1894-1906）とユダヤ人の分析を踏まえつつ、1900年のラスキン論から「
ある親殺しの感情」（1907）、「ルモワーヌ事件」（1908）、反サント＝ブーヴ論（1908）を経て
『失われた時を求めて』（1913-1927）へといたる作品におけるドレフュス事件の記憶、ユダヤ像
および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と政治・歴史との関わりを考察する。

 [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『失われた時を求めて』のうち、『ゲルマントの方』から『見出された時』までの
作品を扱う。 
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．『ゲルマントの方』におけるドレフュス事件【３週】 
２．『ソドムとゴモラ』におけるドレフュス事件、ユダヤ人と同性愛者【４週】 
３．アルベルチーヌの物語（『囚われの女』、『消え去ったアルベルチーヌ』）におけるドレフュ
ス事件の記憶およびユダヤ民族の記憶の隠喩化【３週】 
４．『見出された時』におけるドレフュス事件と第一次世界大戦の記述【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。

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]
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

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金4

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、出席者全員に毎回数
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

2017・
  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  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]
フランス語の歴史を踏まえた上で、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の文法
的特徴を理解してもらうのが本授業の目的です。

フランス語がラテン語から生じたということは一般によく知られた事実です。けれども、その変化
がどのような過程を経たのか、また、その変化により、何が失われ、何が獲得されたのかまでを、
知る人はそれほど多くないでしょう。本授業では、それらを論じます。ただし、フランス語の歴史
の全般を取り扱うのではなく、古仏語の文法的特徴を解き明かすことを目的とした解説を行います。

その一方で、古仏語で書かれた物語を読み進めることで、古仏語の文法現象を、具体的な文の中で、
確かめていくという作業も行います。概説では古仏語はきわめて単純化された形で提示されますが、
実際のテクストの中で見出されるその実態は、きわめて複雑で入り組んでいます。時代や地域によ
る変化を捨象した「文法」からはうかがい知れない、古仏語の実相を知っていただくのが目的です。

 [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]
初日に概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの際に行います。授業は、フランス語史や古
仏語の文法概説を主体とする講義部分と、古仏語で書かれた文学作品を読むテキスト購読部分から
なります。集中講義という授業形式のため、1日ごと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、出席者全員に毎回数行ずつの訳読の機会が回ってきます。

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）
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。同サイト内を
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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. 判断、感情の表現

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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. 願望、依頼、命令、提案の表現など
XV. 知識、理解、伝達の表現
XVI. 義務、必要、可能性の表現
XVII. 条件、仮定、推測の表現
XVIII. 理由、対立、譲歩の表現
XIX. 目的、結果の表現
XX. 存在、状態、変化などの表現
XXI. 移動、運搬、空間、方向の表現
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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des 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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement 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.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des 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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement 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.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  月3

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20世紀を代表する作家カミュ（Albert Camus, 1913-1960）の代表作『異邦人』L'Etranger（
1942）の抜粋を精読する。
　
　
　

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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17世紀を代表する著作家パスカル（Blaise Pascal, 1623-1662）の遺稿集 『パンセ』Pensées
（1670）の抜粋を精読する。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 人文科学研究所 森本　淳生

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』を読む

 [授業の概要・目的]
マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』（1959）を精読します。この作品はデュラスの
代表作のひとつで、アラン・レネ監督の映画（邦題『二十四時間の情事』）のシナリオとして執筆
されました。授業では随時映画を見てイメージをつかみながら、デュラスのテクスト（シノプシス
およびシナリオ）を読解し、文学テクストの読解に習熟することを目指します。

 [到達目標]
フランス語の文法・語法・語彙について知識を深める。
デュラスの独特のリズムをもつ凝縮された文体を読むことを通じて、文学テクストの読解に習熟す
る。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション：『ヒロシマ・モナムール』とデュラスの文学
第2-14回　随時映画を見ながら『ヒロシマ・モナムール』を精読
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]
授業の訳読への参加（50点）、期末試験（50点）。

 [教科書]
Marguerite Duras, Hiroshima mon amour [1959], in Oeuvres complètes, édition publiée sous la direction de 
Gilles Philippe, t.II, Gallimard, Bibliothéque de la Pléiade, 2011, p.1-104.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習をしないことは語学習得の最重要の部分をみずから放棄することを意味しますので、必ず予習
をしてください。自分で辞書を引いて読んでみて、分かるところと分からないところを腑分けし、
授業では分かったと思ったことを確認しつつ、分からなかったところを学ぶようにすることが大切
です。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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 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

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ヴァレリー「ひとりの中の対話」を読む

 [授業の概要・目的]
ポール・ヴァレリー（Paul Valéry, 1871-1945）の「ひとりの中の対話」（Colloque dans un être）を
読む。半期で読み切れるほどの小品でありながら、そこには「自己とは何か」「ひとりの人間に何
ができるか」を追求したヴァレリーという作家のエッセンスが凝縮されている。この作品の講読を
通して、フランス語の文法事項を復習するとともに、目覚めたばかりの「ひとり」の人間のなかで
行われる「対話」の妙を味わいながら、仏文読解力を養う。目覚めよ！という自分と、まだ眠って
いたい……という自分のあいだの一風変わった対話。

 [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]
　第１回　イントロダクション（ポール・ヴァレリーおよび本授業で取り上げる作品について概説
する）
　第２回～第１４回 「ひとりの中の対話」精読。毎回、担当者が訳読するかたちで進め、半期で読
み終える予定。進度に応じて、他の作品も取り上げる。
　第１５回　まとめ（作品全体を振り返り、自由に意見・感想を述べ合う）

 [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。

 [教科書]
最初の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]
担当者は訳文を準備してくる。担当者以外も予習は必須、少なくとも訳読して授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   前期 曜時限  金2

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 quelques philosophes contemporains

1.  全体の解説　
2～4.  　ジル・ドゥルーズのテキスト
5～7.  　ジャック・ラカンのテキスト
8～10. 　ロラン・バルトのテキスト
11～13. 　ジョルジョ・アガンベンのテキスト
14. まとめ

 [履修要件]
フランス語の初級文法以上の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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学（外国語実習）
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

  2017・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  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]
授業中に指示する

 [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（外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学（外国語実習）(2)

 [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.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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のインプレーサ論における像の概念 

 [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]
①タッソの創作理論における像の概念について理解を深める。
②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。同時代のP. Giovio,
 G. Ruscelliらのインプレーザ論を適宜参照しながら、タッソの言葉を正確に読み解いていく。
　後期の授業では、タッソがインプレーザ論のなかで展開した像に関する議論を、英雄詩の創作理
論と照合しながら検証する。

（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14回　タッソのインプレーサ論及び創作理論における像の概念の検証
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）

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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: "Il Petrarca volgare e la sua fortuna"

Secondo semestre: "Lingua italiana e dialetti in letteratura tra Sette e Ottocento"

 [到達目標]
Primo semestre: 
In questo corso verrà affrontata il tema della lirica petrarchesca e dei suoi primi imitatori.

Secondo semestre:
Il corso si propone di illustrare il rapporto tra lingua e dialetto in Italia nei secc. XVIII-XX attraverso l’
analisi delle polemiche letterarie e delle opere più significative.

 [授業計画と内容]
Primo semestre:
Il corso illustrerà una serie di questioni relative al Canzoniere di Francesco Petrarca: la genesi, le tematiche, 
lo stile, i problemi testuali e interpretativi, le varie redazioni, le vicende degli autografi, il rapporto della 
raccolta con il corpus delle “disperse” e i relativi problemi di attribuzione. Seguirà un’ampia panoramica 
sulla fortuna prebembiana, dai superficiali prelievi tardotrecenteschi ai più sistematici epigoni del secondo 
Quattrocento.

Secondo semestre:
Durante il corso si prenderanno in esame le dispute settecentesche tra puristi e avversari dello “scriver 
toscano” codificato nel Vocabolario della Crusca le riflessioni di alcuni dei maggiori intellettuali dell’
epoca (Mascheroni, Baretti, Cesarotti, Cesari, Monti, Manzoni, etc.). Inoltre si analizzeranno le polemiche 
sorte intorno all’uso del dialetto, con particolare attenzione per la sua difesa in area lombarda ad opera dei 
più noti autori milanesi (Maggi, Parini, Balestrieri, Porta).

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano.

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)

 [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.

 [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.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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、文学史のみならず言語史や韻律学の概説書でも頻繁に題材として取り上げられるほど、重要
なものである。「ダンヌンツィオは全員の中にいる、なぜなら彼は我々の時代の言語および韻律の
全ての可能性を試みた、あるいは掠めたからである。この意味で、彼から何も習得しなかったとい
うことは、最悪の印であろう」とは、ノーベル賞詩人モンターレ（1896-1981）の言である。

 [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。本年度
は主にセクション1～2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
週数を充てるが、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%）

 [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

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]
授業中に指示する

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  木1,2

授業
形態  演習

使用
言語 日本語及びイタリア語

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。

※オフィスアワーの詳細については、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(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

  2017・
   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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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]
　19世紀の小説におけるイタリア語散文の特徴を検証する。この問題を取り上げたイタリア人研究
者の論考と関連作品を精読しながら、イタリア語散文の歴史的な変遷を検証する。

 [到達目標]
①19世紀のイタリア語散文の特徴について、歴史的背景を踏まえながら理解を深める。
②イタリア語の論文・評論を正確に読み解く力を身につける。

 [授業計画と内容]
　F. Bruniの“L'italiano letterario nella storia”の第9章を取り上げて、19世紀の小説におけるイタリア
語散文の変遷を検証する。近現代のイタリア語散文に対しては、時代は隔たっているがボッカッチ
ョら古典作家の伝統的な散文も影響を及ぼしている。前期授業の最初の数回では、上記テキストの
第8章“Forme della prosa antica”を読みながら古典的なイタリア語散文の特徴をまず確認する。次
いで第9章 “La svolta dell'Unita' d'Italia”を読み解きながら、19世紀小説の散文の特色の一端を検討
する。後期の授業では、必要に応じて関連作品の抜粋を精読する予定である。
　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　ガイダンス
第2回－第9回　古典的なイタリア語散文の特徴
第10回－第15回　19世紀におけるイタリア語散文の展開

（後期）
第1回－第14回　19世紀におけるイタリア語散文の展開及び関連作品の検証
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]
小テスト・出席点をもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(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]
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Luigi Pirandelloの短編集に見られる演劇的要素の探求

 [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、文学史的に位置づけること
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。さらには、文学史的に作品を考察する力
を身につける。

 [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　ピランデッロの比較的よく知られた短篇小説を抜粋し、毎回1作品を鑑賞する。
第7回以降　後期に読む戯曲に関連した短篇小説を精読する予定。
後期
第1回～第3回　『作者を探す6人の登場人物』を抜粋して、ピランデッロの戯曲に慣れ親しむ。
第4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ていく。
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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（前期）

 [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”から、第4章<
L'Italia bizantina e longobarda>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み解
くのに骨が折れるが、その分イタリア語の読解力向上に資するはずである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献の読解力を養成することが
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]
　イタリア語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）
　使用テキストと講読対象の章について概説する。あわせて授業の進め方、小テスト、評価方法に
ついて説明をする。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4章の<L'Italia bizantina e longobarda>の講読）
　必要に応じて文法事項を確認しながら精読する。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。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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（後期）

 [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”から、18世紀
末-19世紀初頭のイタリア情勢を取り上げた第17章<Dalla rivoluzione alla restaurazione>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み解
くのに骨が折れるが、その分読解力の養成に資するはずである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献の読解力を養成することが
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]
　イタリア語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17章<Dalla rivoluzione alla restaurazione>の講読） 
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながら精読する。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予定。

 [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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学（外国語実習） 
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

  2017・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  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 del secondo Novecento, scelti nelle prime lezioni in base al livello di competenza linguistica riscontrato.

 [到達目標]
Consentire 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 e l#700analisi di racconti brevi di vari autori noti #8211 Goffredo Parise, Tommaso Landolfi, Dino 
Buzzati, Italo Calvino, Stefano Benni, etc.

 [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.

 [教科書]
Delle dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



西洋文化学系196

授業科目名
　<英訳>

スペイン語（初級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 小西　咲子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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、簡単なテキストや会話
文の読解、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、そのため予習と復習は
必須である。  

 [到達目標]
CEFRのＡ１程度のレベルを修得する。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
ごく簡単なテキストなら意味を把握することができる。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。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]
以下のとおり教科書に沿って進めるが、受講者の理解の程度を確認しながら進度を調節したり、補
助的にプリント教材を挿入する可能性もある。

第   1  週：オリエンテーション、第0課［アルファベット、母音と子音、アクセント］ 
第   2  週：第1課［名詞、冠詞]
第   3  週：第2課［主語人称代名詞、動詞‐直説法現在形、否定文]
第 4‐5 週：第3課［動詞 ser, estar, hay、形容詞]
第 6‐7 週：第4課［所有詞、指示詞、疑問文と疑問詞]　
第 8‐9 週：第5課［動詞‐直説法現在形（2）、目的格人称代名詞]
第10‐11週：第6課［動詞‐直説法現在形（3）、時刻表現、過去分詞、現在完了形］
第12‐13週：第7課［gustar構文、前置詞各人称代名詞、再帰動詞］
第14‐15週：第8課［動詞‐直説法点過去］
第16‐17週：第9課［動詞‐直説法線過去、不定語・否定語、現在分詞］
第18‐19週：第10課［動詞‐直説法未来、関係詞（1）］
第20‐21週：第11課［動詞‐接続法現在］
第22‐23週：第12課［動詞‐命令形、感嘆文、動詞‐直説法過去完了］
第24‐25週：第13課［比較表現、関係詞（2）］
第26‐27週：第14課［動詞‐直説法過去未来、接続法過去］
第  28  週：復習、総括
第  29  週：試験、学習到達度の評価
第  30  週：フィードバック

 [履修要件]
特になし

スペイン語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（初級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験　70%
授業への参加度(出席状況、予習・復習、問題解答状況等)  30%

 [教科書]
長谷川信弥　他 『これでわかる！スペイン語の初級』（朝日出版社）ISBN:978-4-255-55078-7

 [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
文法解説書(3,200+税)）

 [授業外学習（予習・復習）等]
進度に沿って各課の予習（語彙調査、例文等の下訳等）、復習（既習事項の定着）のうえ出席する
こと。

（その他（オフィスアワー等））
特にない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 非常勤講師 小西　咲子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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、スペインの社会・文化事象を紹介した講読用教科
書を読み進めながら初級文法の定着、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。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。 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。スペインの社会・文化に関する理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のとおり教科書に沿って進めるが、受講者の理解の程度や関心領域を確認しながら進度を調節
し、取り扱う課・項目の順序を変更したり、補助的にプリント教材を挿入する可能性もある。

第1回： オリエンテーション、初級文法の復習と確認

第2回‐第15回
　第1課：「スペイン、古くて新しい国」（hay/estar/ser、形容詞）
　第2課：「言語と多様な習慣」（直説法現在-ar動詞 他）
　第3課：「スペインの食べ物」（直説法現在-er, -ir動詞、目的格人称代名詞）
　第4課：「スペインの祭り」（直説法現在不規則活用動詞（1））
　第5課：「スペインのスポーツ」（直説法不規則活用動詞（2））
　第6課：「音楽と娯楽」（直説法不規則活用動詞（3））
　第7課：「スペインの映画」(再帰動詞 他)
　第8課：「人口と住居」（直説法現在完了）
　第9課：「スペインの文学」（直説法点過去 他）
　第10課：「スペインの政治的変化」（直説法点過去不規則活用動詞、ser受動態）

第16回‐第28回
　第11課：「結婚と家族」（直説法線過去、直説法過去完了）
　第12課：「スペインの教育」（比較級、最上級、絶対最上級）
　第13課：「休暇と旅行」（直説法未来・未来完了）
　第14課：「日本との関係」（直説法過去未来・過去未来完了、関係代名詞）
　第15課：「芸術」（接続法現在 他）
　第16課：「産業と貿易」（接続法過去）
　第17課：「歴史と社会の変化」（命令形）
　第18課：「国際関係」（接続法現在完了・過去完了）
　第19課：「イスパノアメリカの国々」（非現実的条件文）
　第20課：「21世紀のスペイン」（cuando節）

スペイン語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（中級）(語学)(2)

第29回：期末試験と学習到達度の評価
第30回：フィードバック

 [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]
期末試験　70%
授業への参加度(出席状況、予習復習、問題解答状況等)  30%

 [教科書]
西川喬、他 『改訂版　スペインを知るために』（第三書房）ISBN:978-4-8086-3030-0

 [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
した文法参考書(3,200+税)）
各自がスペイン語初習時に使用した入門教科書等も参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業前の準備は必須である。進度に沿って各課の予習（テキストの下訳）、復習（既習事項
の定着）のうえ出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 菅野　類

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月2,木3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

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読み書きができるように
なる。また基本的な語彙と発音を覚え、簡単な口頭表現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： Lezione 17 [接続法・仮定文」
第７週： まとめ・テスト 
第８－14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7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]
各課の解説後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与える。次の授
業までに解いてくるように。また、各課の終了後には必ず小テストを行う。評価の対象となる重要
なものなので、しっかりと復習をしてきてほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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

  2017・
   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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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