
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

5101 001 系共通科目(哲学) 講義 2-4 2 4 通年 火5 出口　康夫 哲学基礎文化学系1

5200 001 系共通科目(西洋古代哲学史) 講義 1-4 2 2 前期 水5 中畑　正志 古代 哲学基礎文化学系2

5202 002 系共通科目(西洋古代哲学史) 講義 1-4 2 2 後期 水5 中畑　正志 古代 哲学基礎文化学系3

5204 003 系共通科目(西洋中世哲学史) 講義 1-4 2 2 前期 水2 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系4

5206 004 系共通科目(西洋中世哲学史) 講義 1-4 2 2 後期 水2 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系5

5208 005 系共通科目(西洋近世哲学史) 講義 2-4 2 2 前期 水3 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系6

5210 006 系共通科目(西洋近世哲学史) 講義 2-4 2 2 後期 水3 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系7

5302 001 系共通科目(日本哲学史) 講義 2-4 2 2 前期 火5 上原　麻有子 哲学基礎文化学系8

5304 002 系共通科目(日本哲学史) 講義 2-4 2 2 後期 火5 上原　麻有子 哲学基礎文化学系9

5401 001 系共通科目(倫理学) 講義 2-4 2 4 通年 金3 水谷　雅彦 哲学基礎文化学系10

5502 001 系共通科目(宗教学A) 講義 2-4 2 2 前期 月5 氣多　雅子 哲学基礎文化学系11

5503 002 系共通科目(宗教学B) 講義 2-4 2 2 後期 月5 氣多　雅子 哲学基礎文化学系12

5602 001 系共通科目(キリスト教学) 講義 2-4 2 2 前期 木1 芦名　定道 哲学基礎文化学系13

5604 002 系共通科目(キリスト教学) 講義 2-4 2 2 後期 木1 芦名　定道 哲学基礎文化学系14

5708 001 系共通科目(日本・東洋美術史) 講義 2-4 2 2 前期 金1 根立　研介 哲学基礎文化学系15

5710 002 系共通科目(日本・東洋美術史) 講義 2-4 2 2 後期 金1 根立　研介 哲学基礎文化学系16

5706 003 系共通科目(西洋美術史) 講義 2-4 2 2 前期 水3 平川　佳世 哲学基礎文化学系17

5709 004 系共通科目(西洋美術史) 講義 2-4 2 2 後期 水3 中村　俊春 哲学基礎文化学系18

5705 005 系共通科目(美学) 講義 2-4 2 2 前期 水4 杉山　卓史 哲学基礎文化学系19

5707 006 系共通科目(美学) 講義 2-4 2 2 後期 水4 杉山　卓史 哲学基礎文化学系20

5131 002 哲学 特殊講義 3-4 30 2 前期 不定 八木沢　敬 学部共通科目 哲学基礎文化学系21

5132 003 哲学 特殊講義 3-4 15 1 後期 不定 八木沢　敬 学部共通科目 哲学基礎文化学系22

5131 004 哲学 特殊講義 3-4 30 2 前期 不定 Mark Siderits・犬飼　由美子 学部共通科目 哲学基礎文化学系23

5131 018 哲学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 大塚　淳 哲学基礎文化学系24

5131 019 哲学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 大塚　淳 哲学基礎文化学系25

5131 012 哲学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 入不二　基義 哲学基礎文化学系26

5131 013 哲学 特殊講義 3-4 30 2 後期 集中 寺田　俊郎 哲学基礎文化学系27

5131 015 哲学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 網谷　祐一 哲学基礎文化学系28

5143 005 哲学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 水5 出口　康夫 哲学基礎文化学系29

5143 006 哲学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 水5 出口　康夫 哲学基礎文化学系30

5143 007 哲学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 金4 安部　浩 哲学基礎文化学系31

5143 012 哲学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 火4 戸田　剛文 哲学基礎文化学系32

5143 014 哲学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 月4 浜渦　辰二 哲学基礎文化学系33

5143 016 哲学 演習Ｉ 1-4 2 2 前期 月4 出口　康夫 哲学基礎文化学系34

5143 017 哲学 演習Ｉ 1-4 2 2 後期 月5 出口　康夫 哲学基礎文化学系35

5144 008 哲学 演習II 3-4 2 2 前期 金2 出口　康夫・大塚　淳 哲学基礎文化学系36

5147 009 哲学 演習III 3-4 2 2 後期 金2 出口　康夫・大塚　淳 哲学基礎文化学系37

5141 010 哲学 演習 3-4 2 2 前期 火5 矢田部　俊介 哲学基礎文化学系38

5141 011 哲学 演習 3-4 2 2 後期 火5 矢田部　俊介 哲学基礎文化学系39

5141 020 哲学 演習 3-4 2 2 前期 金1 大塚　淳 哲学基礎文化学系40

5141 021 哲学 演習 3-4 2 2 後期 金1 大塚　淳 哲学基礎文化学系41

5141 022 哲学 演習 3-4 30 2 前期 不定 Jay Garfield 哲学基礎文化学系42

5149 027 哲学・西洋哲学史 卒論演習 4-4 2 2 後期 金4.金5 周藤・福谷・出口・中畑・大塚 哲学基礎文化学系43

5230 007 西洋哲学史 特殊講義 3-4 2 4 通年 水3 中畑　正志 古代 哲学基礎文化学系44

5231 008 西洋哲学史 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 木原　志乃 古代 哲学基礎文化学系45

5234 009 西洋哲学史 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 土橋　茂樹 中世 哲学基礎文化学系46

5236 010 西洋哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 月5 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系47

5236 011 西洋哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系48
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5236 012 西洋哲学史 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 城戸　淳 近世 哲学基礎文化学系49

5240 013 西洋哲学史 演習 3-4 2 4 通年 金2 中畑　正志 古代 哲学基礎文化学系50

5240 014 西洋哲学史 演習 3-4 隔週4 4 通年 木4.木5 中畑　正志 古代 哲学基礎文化学系51

5241 015 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 前期 火3 早瀬　篤 古代 哲学基礎文化学系52

5241 016 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 後期 火3 早瀬　篤 古代 哲学基礎文化学系53

5242 017 西洋哲学史 演習 3-4 隔週4 4 通年 木4.木5 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系54

5243 018 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 前期 金5 井澤　清 中世 哲学基礎文化学系55

5243 019 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 後期 金5 井澤　清 中世 哲学基礎文化学系56

5243 020 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 前期 月4 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系57

5243 021 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 後期 月4 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系58

5243 022 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 後期 水4 周藤　多紀 中世 哲学基礎文化学系59

5244 023 西洋哲学史 演習 3-4 2 4 通年 水5 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系60

5244 024 西洋哲学史 演習 3-4 隔週4 4 通年 金4.金5 福谷　茂 近世 哲学基礎文化学系61

5245 025 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 前期 木4 浅沼　光樹 近世 哲学基礎文化学系62

5245 026 西洋哲学史 演習 3-4 2 2 後期 木4 浅沼　光樹 近世 哲学基礎文化学系63

5149 027 哲学・西洋哲学史 卒論演習 4-4 2 2 後期 金4.金5 周藤・福谷・出口・中畑・大塚 哲学基礎文化学系43

5331 003 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 上原　麻有子 哲学基礎文化学系64

5331 004 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 氣多　雅子 哲学基礎文化学系65

5331 005 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 上原　麻有子 哲学基礎文化学系66

5331 006 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 氣多　雅子 哲学基礎文化学系67

5331 007 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 小野　真龍 哲学基礎文化学系68

5331 008 日本哲学史 特殊講義 3-4 2 2 前期 集中 檜垣　立哉 哲学基礎文化学系69

5340 009 日本哲学史 演習 4-4 隔週4 4 通年 金3.金4 上原　麻有子 哲学基礎文化学系70

5340 010 日本哲学史 演習 3-4 2 4 通年 金2 林　晋 哲学基礎文化学系71

5341 011 日本哲学史 演習 3-4 2 2 前期 金2 芦名　定道 哲学基礎文化学系72

5341 012 日本哲学史 演習 3-4 2 2 後期 金2 芦名　定道 哲学基礎文化学系73

5341 013 日本哲学史 演習 2-4 2 2 前期 水5 藤田　正勝 哲学基礎文化学系74

5343 014 日本哲学史 基礎演習 2-4 2 2 前期 木2 竹花　洋佑 哲学基礎文化学系75

5343 015 日本哲学史 基礎演習 2-4 2 2 後期 月3 日髙　明 哲学基礎文化学系76

5430 002 倫理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 火3 水谷　雅彦 哲学基礎文化学系77

5431 003 倫理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 児玉　聡 哲学基礎文化学系78

5431 004 倫理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 児玉　聡 哲学基礎文化学系79

5431 005 倫理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 山本　圭一郎 哲学基礎文化学系80

5440 006 倫理学 演習 3-4 2 4 通年 火4 水谷　雅彦・児玉　聡 哲学基礎文化学系81

5440 007 倫理学 演習 3-4 2 4 通年 金4 水谷　雅彦・児玉　聡 哲学基礎文化学系82

5443 008 倫理学 演習 3-4 2 2 前期 木2 児玉　聡 哲学基礎文化学系83

5443 009 倫理学 演習 3-4 2 2 後期 木2 児玉　聡 哲学基礎文化学系84

5443 010 倫理学 演習 3-4 2 2 前期 金5 北尾　宏之 哲学基礎文化学系85

5443 011 倫理学 演習 3-4 2 2 後期 金5 北尾　宏之 哲学基礎文化学系86

5443 012 倫理学 演習 3-4 2 2 前期 金3 佐藤　義之 哲学基礎文化学系87

5443 013 倫理学 演習 3-4 2 2 後期 金3 佐藤　義之 哲学基礎文化学系88

5531 003 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 氣多　雅子 哲学基礎文化学系89

5531 004 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 氣多　雅子 哲学基礎文化学系90

5531 005 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 芦名　定道 哲学基礎文化学系91

5531 006 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水2 芦名　定道 哲学基礎文化学系92

5531 007 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 杉村　靖彦 哲学基礎文化学系93

5531 008 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 杉村　靖彦 哲学基礎文化学系94

5531 009 宗教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 集中 市川　裕 哲学基礎文化学系95
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5541 010 宗教学 演習 3-4 2 2 前期 火5 氣多　雅子 哲学基礎文化学系96

5541 011 宗教学 演習 3-4 2 2 後期 火5 氣多　雅子 哲学基礎文化学系97

5541 012 宗教学 演習 3-4 2 2 前期 水5 杉村　靖彦 哲学基礎文化学系98

5541 013 宗教学 演習 3-4 2 2 後期 水5 杉村　靖彦 哲学基礎文化学系99

5541 014 宗教学 演習 3-4 2 2 前期 金4 安部　浩 哲学基礎文化学系100

5541 015 宗教学 演習 3-4 2 2 後期 金3 安部　浩 哲学基礎文化学系101

5542 016 宗教学 基礎演習 2-4 隔週4 4 通年 金4.金5 杉村　靖彦・氣多　雅子 哲学基礎文化学系102

5551 017 宗教学 講読 2-4 2 2 前期 木3 加藤　希理子 哲学基礎文化学系103

5551 018 宗教学 講読 2-4 2 2 後期 木3 加藤　希理子 哲学基礎文化学系104

5631 003 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 芦名　定道 哲学基礎文化学系105

5631 004 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水2 芦名　定道 哲学基礎文化学系106

5631 005 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 芦名　定道 哲学基礎文化学系107

5631 006 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 芦名　定道 哲学基礎文化学系108

5631 007 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水5 狭間　芳樹 哲学基礎文化学系109

5631 009 キリスト教学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月4 村上　みか 哲学基礎文化学系110

5631 008 キリスト教学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 茂　牧人 哲学基礎文化学系111

5641 010 キリスト教学 演習 3-4 2 2 前期 金2 芦名　定道 哲学基礎文化学系112

5641 011 キリスト教学 演習 3-4 2 2 後期 金2 芦名　定道 哲学基礎文化学系113

5641 012 キリスト教学 演習 3-4 2 2 前期 水3 芦名　定道 哲学基礎文化学系114

5641 013 キリスト教学 演習 3-4 2 2 後期 水3 芦名　定道 哲学基礎文化学系115

5641 016 キリスト教学 演習 3-4 2 2 前期 木4 LINDBERG，Stig 哲学基礎文化学系116

5641 014 キリスト教学 演習 3-4 2 2 後期 木4 LINDBERG，Stig 哲学基礎文化学系117

5641 015 キリスト教学 演習 3-4 2 2 後期 金4 河崎　靖 哲学基礎文化学系118

5651 017 キリスト教学 講読 2-4 2 2 前期 木2 芦名　定道 哲学基礎文化学系119

5651 018 キリスト教学 講読 2-4 2 2 後期 木2 芦名　定道 哲学基礎文化学系120

9639 125 キリスト教学 語学 3-4 2 2 前期 火3 手島　勲矢 学部共通科目 哲学基礎文化学系121

9640 126 キリスト教学 語学 3-4 2 2 後期 火3 手島　勲矢 学部共通科目 哲学基礎文化学系122

5731 008 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 中村　俊春 哲学基礎文化学系123

5731 009 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 根立　研介 哲学基礎文化学系124

5731 010 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 根立　研介 哲学基礎文化学系125

5731 011 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木1 平川　佳世 哲学基礎文化学系126

5731 012 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木1 平川　佳世 哲学基礎文化学系127

5731 013 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 杉山　卓史 哲学基礎文化学系128

5731 014 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水2 杉山　卓史 哲学基礎文化学系129

5731 015 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 稲本　泰生 哲学基礎文化学系130

5731 016 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 稲本　泰生 哲学基礎文化学系131

5731 017 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 岡田　暁生 哲学基礎文化学系132

5731 018 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 岡田　暁生 哲学基礎文化学系133

5731 019 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木4 河野　道房 哲学基礎文化学系134

5731 020 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木4 安田　篤生 哲学基礎文化学系135

5731 021 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月3 武田　宙也 哲学基礎文化学系136

5731 022 美学美術史学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月3 武田　宙也 哲学基礎文化学系137

5741 023 美学美術史学 演習Ｉ 3-4 2 2 前期 火3 根立・中村・平川 哲学基礎文化学系138

5741 024 美学美術史学 演習Ｉ 3-4 2 2 後期 火3 根立・中村・平川 哲学基礎文化学系139

5745 025 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 前期 金2 深谷　訓子 哲学基礎文化学系140

5745 026 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 後期 金2 杉山　卓史 哲学基礎文化学系141

5745 027 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 後期 木2 平川　佳世 哲学基礎文化学系142

5745 028 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 前期 木2 杉山　卓史 哲学基礎文化学系143



科目コード 連番 専修・科目 講義形態
シラバス連番

講義コード
備　　考担　　当　　者曜時限

開
講
期

単
位

週
時
間

回
生

科　目　名

5745 029 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 前期 月2 永井　隆則 哲学基礎文化学系144

5745 030 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 後期 月2 吉田　朋子 哲学基礎文化学系145

5745 031 美学美術史学 演習II 3-4 2 2 前期 水4 平川　佳世 哲学基礎文化学系146

5746 032 美学美術史学 演習III 3-4 2 2 前期 金4 根立・中村・平川・杉山 哲学基礎文化学系147

5746 033 美学美術史学 演習III 3-4 2 2 後期 金4 根立・中村・平川・杉山 哲学基礎文化学系148

5753 034 美学美術史学 講読 2-4 2 2 前期 木2 田中　健一 和書講読 哲学基礎文化学系149

5753 035 美学美術史学 講読 2-4 2 2 後期 木2 高井　たかね 和書講読 哲学基礎文化学系150



哲学基礎文化学系1

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(哲学)(講義)
Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  現代哲学入門

 [授業の概要・目的]
西洋哲学は、神との本格的な決別を果たすことで「現代哲学」へと変貌を遂げました。本授業では、
西洋近世哲学の一つの完成形態であるカントやヘーゲルの哲学から説き起こし、大きく大陸哲学と
分析哲学という二つの流れに沿いながら、19世紀から20世紀にかけての哲学の動向を概観します。
また東西思想の交流史に加え、ポスト分析哲学や分析アジア哲学といった近年の新潮流をも視野に
入れることで、グローバル化しつつある21世紀の哲学状況をも見据えた議論を展開する予定です。

 [到達目標]
現代哲学の流れに関する基礎的で包括的な俯瞰図を得ることができる。また単に西洋哲学にとどま
らず、他の思想伝統に対しても開かれた眼を養うことができる。

 [授業計画と内容]
前期
１）カント：聖域（サンクチュアリ）に隔離された神
２）ヘーゲル：歴史的二級市民としての神　
３）ショーペンハウワー I：全生物の断種
４）ショーペンハウワーII：生の領域の発見
５）フォイエルバッハ：愛と二人称の哲学
６）シュティルナー：個別者の思想
７）ニーチェ I：反キリスト教・反科学・反民主主義
８）ニーチェ II：ディオニソス・ツァラトゥストラ・アンチクリスト
９）東西思想交流史I：イスラム思想のDNA（中世）・儒教と18世紀中国趣味（近世初頭）・サン
スクリットの「発見」（近世末期）
10）東西思想交流史II・南伝仏教の西洋的誤読とモダン・ブッディズムの成立（19世紀中葉）・ヨ
ーロッパの「タオ」（19世紀後半）・「ZEN」の登場（19世紀末）・「東西交流」などあったのか
？―サイードの告発ー
11）ショーペンハウワー・ニーチェにおける東西交流：「ショーペンハウワー、エックハルト、ブ
ッダ」「偉大な生理学者ブッダ」
12）フッサールと現象学：最小化された近世的主体性
13）ブーバー：関係性から生まれる「私」と老荘的コミューンの理想  I
14)ブーバー：関係性から生まれる「私」と老荘的コミューンの理想  II
15）フィードバック
後期
１）ハイデガー I：現存在と共在　I
２）ハイデガー II：「最後の神」とタオ
３）サルトル：実存とアンガージュマン
４）現代論理学革命：フレーゲの量化理論
５）「分析」とは何か I：ラッセルと確定記述
６）「分析」とは何かII： 日常言語学派
７）ウィーン学団と科学的世界把握
８）クワイン：ディエム-クワインテーゼとホーリズム

系共通科目(哲学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(哲学)(講義)(2)

９) 自然主義の系譜
10) 科学的実在論論争
11) ポスト分析哲学 I：分析哲学の社会的・歴史的転回
12）ポスト分析哲学 II：分析形而上学
13)分析アジア哲学 I：新たな東西交流から世界哲学へ
14)分析アジア哲学 II：その東アジア的展開とネオ京都学派
15)フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（７０％）＋平常点評価（出席状況、授業内での質問）（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]
授業冒頭に適宜、質問用紙を配布する。質問がある受講者はその場で質問を記入し提出すること。
この質問の回数・内容は平常点評価の対象となる（原則的に減点は行なわないが、加点を行なう場
合がある）。

（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。



哲学基礎文化学系2

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古代哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  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  西洋古代哲学史講義Ⅰ

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は西洋古代哲学史について基礎的な知識を提供することにある。今年度前期のこの
授業では、こんにち「哲学」と呼ばれる営みは、プラトンによって思想的にも社会的にも確立され
るに至った。プラトンの思索とその問題をたどり、哲学の一つの基本的あり方を見届ける。

 [到達目標]
「哲学」と呼ばれる営みが確立されるにいたるうえで決定的な役割を果たしたプラトンの哲学の概
観し、こんにちの哲学のあり方を考察する手がかりを得る。あわせて西洋古代から伝承された資料
の扱い方について、文献学の基礎的素養も養う。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、（　）で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。
1　「哲学」という固有名詞　（2週）
2　プラトンの「生の選び」　（2週）　
3　なぜ対話篇なのか　（3週）
4　イデア論の成立　（3週）
5　世界の価値性と規範性　（1週）
6　知の可能性に賭ける　（1週）
7　魂の構造化　（3週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験80点＋授業中に課す小レポート１回20点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
藤澤令夫 『プラトンの哲学』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で事前に読むべき資料などの配付するので、予習しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※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。



哲学基礎文化学系3

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古代哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  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  西洋古代哲学史講義 II

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は西洋古代哲学史について基礎的な知識を提供することにある。今年度の後期には、
アリストテレスの哲学を概観する。こんにちの哲学的な思考の枠組やわれわれが使用する基本的諸
概念は、アリストテレスによって形成された。しかし他方で、近現代の哲学はそのアリストテレス
に対する批判を通じて構築された。このおうなアリストテレスの哲学を概観することを通じて、そ
の継承と変容を確認し、われわれの現在の思考のあり方を反省する。 

 [到達目標]
アリストテレスの探究を具体的に検討することを通じて、 
１　個と普遍、主語と述語、可能と実現など、われわれがものを考える上でふつうに使う多くの言
葉は、アリストテレスがその考察を通じてつくりだした。そのような概念がどのように形成された
のかをその形成の現場に遡って学ぶ。 
２　近代の哲学の基本的部分は、アリストテレス的思考の否定を通じて確立された。われわれはそ
れによって何を得て何を失っているのかを確認し、現在の思考のあり方の歴史性を反省する能力を
養う。 

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、（　）で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める 
1　アリストテレス的に考えることとしての哲学　（2週）　 
2　著作の運命　（1週） 
3　自然の分析　（3週） 
4　「形而上学」とは何だったのか　（4週） 
5　心なき世界観　（2週） 
6　性格と人柄の倫理学　（3週）

 [履修要件]
西洋古代哲学史講義Iを履修していることがきわめて望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験80点＋授業内で課す小レポート１回20点

系共通科目(西洋古代哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋古代哲学史)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
内山勝利編 『哲学の歴史　I』（中央公論新社）（「アリストテレス」の章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で事前に読むべき資料などの配付するので、予習しておくこと.

（その他（オフィスアワー等））
※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。



哲学基礎文化学系4

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋中世哲学史講義　I

 [授業の概要・目的]
西洋中世哲学の歴史の大まかな流れについての知識を得るとともに、主要な哲学者の教説について
理解することを目的とする。中世哲学は古代哲学やキリスト教と深く連関しているので、それらと
の関係についての歴史的理解を深めることも目標とされる。

 [到達目標]
古代末期から十二世紀までの西洋哲学史の大まかな流れを理解し、説明できるようになる。
この時期の主要な哲学者・神学者の中心思想を理解し、説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
第 1回:イントロダクション：中世哲学史の時代区分と学ぶ意義　
第 2～4回:アウグスティヌス
第 5～6回:ボエティウス
第 7～8回:スコトゥス・エリウゲナ
第 9回:アンセルムス
第 10～11回:十二世紀の思想概観とアベラール
第 12回:ベルナール
第 13回:「シャルトル学派」
第 14回:サン・ヴィクトル学派

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験による

 [教科書]
ほぼ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]
配布する資料を読み分析してくることが求められることがある。

（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。



哲学基礎文化学系5

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋中世哲学史講義　II

 [授業の概要・目的]
前期「西洋中世哲学史講義　I」の続き。西洋中世哲学の歴史の大まかな流れについての知識を得
るととともに、十三世紀以降の主要な思想家の思想について理解することを目的とする。

 [到達目標]
十三世紀のアリストテレス導入から十四世紀までの西洋哲学史の大まかな流れを理解し、説明でき
るようになる。
この時期の主要な思想家の中心思想を理解し、説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション：十三世紀の思想的傾向性と歴史的背景
第2回：アルベルトゥス・マグヌス
第3～6回：トマス・アクィナス
第7回：ボナヴェントゥラ
第8回：「ラテン・アヴェロエス主義」
第9回：14世紀の思想的傾向性と歴史的背景
第10回：エックハルト
第11～12回：スコトゥス
第13～14回：オッカム

 [履修要件]
西洋中世哲学史Iを前提として説明も多いので、西洋中世哲学史Iを先に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]
定期試験による。

 [教科書]
ほぼ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]
配布する資料を読み分析してくることが求められることがある。

（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。



哲学基礎文化学系6

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)
History of Western Philosopy Lectures

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　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  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋近世哲学史概説

 [授業の概要・目的]
近世哲学といわれるものの基礎となる知識を学ぶ。具体的にはルネサンス期の哲学から17世紀の哲
学への移行をテーマとして各国の哲学的状況を概観する。

 [到達目標]
中世最末期の状況のなかから次第に近世哲学に特徴的なテーマや手法が生まれてきた事情を理解す
ることによって、哲学における転換をマクロ的観点から概観する。これによって近・現代の思想的
状況に関する基礎的な考察へと導かれることになる。

 [授業計画と内容]
１中世最末期の思想的状況　２　ルネサンスの哲学　I　アリストテレス主義　３　ルネサンスの
哲学 II プラトン主義　４　宗教改革とドイツ・ルネサンス　５　第二スコラ哲学　６　ベーコン　
７　デカルト　８　スピノザ　９　ライプニッツ　以上のテーマに関して１回ないし2回づつ講義
を行なう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [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]
授業において指示する文献の熟読。

（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。



哲学基礎文化学系7

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy Lectures

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋近世哲学史概説

 [授業の概要・目的]
後期の授業はホッブズ以降のイギリス哲学に始まってカント哲学までの哲学思想を概観する。

 [到達目標]
近世哲学のルーツを捉えることによって近・現代の思想的状況についての理解を深めることができ
る。同時にカント哲学についての体系的な概観を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
１ ホッブズ　2 ロック　３　ヒューム　4　各国の啓蒙主義哲学　5　カントの背景　6　『純粋理
性批判』　7　『実践理性批判』　8 『判断力批判』　9 カントからドイツ観念論へ　以上の各テー
マに関して1回ないし2回の授業を充てる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
第1回の授業で指示する文献を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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(日本哲学史)(講義)
Japanese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義１

 [授業の概要・目的]
日本哲学史を①西田幾多郎、②近代日本哲学の発展から京都学派の哲学への二部に分けて日本哲学
の形成過程を概観し、さらに、これまで論じられてきた主要問題を通して日本哲学のあり方、意義
について検討する。このようにして日本哲学史についての理解を深めることが、授業の目的である。

 [到達目標]
日本哲学における近代初頭から京都学派(第二次世界大戦まで)の主要テーマ、主要問題を理解し、
さらにそれを自ら批評することを目標とする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題に基づき、各課題につきおよそ次の回数で授業を進める予定である。
①ガイダンス：「日本哲学」とは何か【１回】
②西田幾多郎【４回】
③近代初頭から西田幾多郎までの哲学史と哲学研究方法の特徴【４回】
④京都学派【４回】
⑤まとめ【１回】

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で紹介する参考書を手がかりとし、学んだ内容について理解を深める。

（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(日本哲学史)(講義)
Japanese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義２

 [授業の概要・目的]
京都学派とその周辺の哲学者の思想を、いくつかのテーマを追う形で考察することが、この授業の
目的である。さらに、講義で考察する日本哲学の問題が、私たち各自の経験においてどのような意
義をもつのか、その経験とどのように結びつき得るのかについても検討する。

 [到達目標]
九鬼周造、田辺元、和辻哲郎の哲学における主要テーマ、主要問題について理解を深め、さらにそ
れを自ら批評することを目標とする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題(日本哲学史上の主要問題)を講義では扱うが、１課題に充てる講義の回数は２～
３回である。
①偶然と運命
②生と死
③人間関係
④風土
⑤日本語と哲学
⑥日本における主体とsubject

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で紹介する参考書を手がかりとし、学んだ内容について理解を深める。

（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(倫理学)(講義)
Ethics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水谷　雅彦

 

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3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  倫理学概論

 [授業の概要・目的]
倫理学という学問分野について、その基礎から講述し、その基本的な知見を獲得することを目的と
する。

 [到達目標]
倫理学という学問の基本的な知見を獲得し、倫理的な課題に関して自分の頭で考えることができる
ようになることを目指す。

 [授業計画と内容]
前半においては、現代の倫理学の基本的な理論を概説するとともに、行為とはなにかについて論じ
る。後期においてはいわゆる応用倫理学の各部門について概説するとともに、いくつかの事例につ
いて検討する。ただ、本シラバス執筆時から開講までかなりの時間あるので、講義内容、計画は変
更される可能性がある。実際の講義計画は初回の講義時に発表するので出席されたい。
第一回　規範倫理学への導入
第二回～第六回　行為とは何かを哲学的、倫理学的理論を参照しつつ概説する。
第三回～第七回　行為の規則、規範について哲学、倫理学的的に検討する。
第八回～第十二回　行為規範に関する倫理学上の諸理論を比較検討する。
第十三回～第十五回　倫理学的な行為規範論の新しい可能性を探るとともに前期の総括を行う。
第十六回　応用倫理学への導入
第十七回～第十九回　生命医療倫理学
第二十回～第二二回　環境倫理学
第二三回～第二五回　情報倫理学
第二六回～第二八回　その他の応用倫理学
第二九回～第三十回　総括とディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学年末試験

 [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

系共通科目(倫理学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(倫理学)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし。読んでおくとよい文献については講義中に指示する。

（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(宗教学A)(講義)
Philosophy of Religion A (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学概説

 [授業の概要・目的]
宗教哲学がどのように成立し、どのような必然性をもって展開してきたかを明らかにする。それを
通じて、宗教とはいかなる事象であるか、現代世界において宗教哲学はいかなる課題を担うか、と
いうことについて理解することが、この授業の目的である。 

 [到達目標]
宗教という事象が思考停止などではなく、考えること、それも徹底的に考えることを要求する事象
であることを、理解できるようにする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題について授業をする予定である。 1.神話的思惟と哲学的思惟、2.ユダヤ教とキリ
スト教、3.キリスト教神学の成立、4.中世における神学と哲学、5.宗教改革、6.近世における宗教的
状況の変容、7.近代科学の成立と哲学、8.理神論の登場、9.宗教哲学の成立(1)、10.宗教哲学の成立
(2)、11.宗教哲学の展開、 12.宗教批判の進展とニヒリズム、13.否定性をはらんだ宗教哲学、14.日
本の宗教哲学、15,現代の宗教哲学の諸問題。
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末の定期試験（筆記）による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業でわからなかった点について自分で調べること。それでもわからなかった点については、次の
授業で質問すること。

（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>

系共通科目(宗教学B)(講義)
Philosophy of Religion B (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教学概説

 [授業の概要・目的]
宗教学とはどのような学であり、どのような分野があるかを明らかにするとともに、宗教研究の多
様な可能性について考察する。それを通じて、宗教とはいかなる事象であるかということについて、
理解を深めることが、この授業の目的である。 

 [到達目標]
宗教が過去に終わってしまった事象ではなく、現在なお人間の生活の多様な場面に関わっている事
象であることを理解できるようにする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題について授業をする予定である。1.宗教という概念（概念の成立、多義性、変容）
、2.「宗教学」の成立、3.宗教学の研究分野、4.宗教史の諸研究(1)、5.宗教史の諸研究(2)、6.宗教人
類学の成果(1)、7.宗教人類学の成果(2)、8.宗教社会学の成果(1)、9.宗教社会学の成果(2)、10.宗教心
理学の成果(1)、11.宗教心理学の成果(2)、12.宗教現象学の成果(1)、13.宗教現象学の成果(2)、14,日
本の宗教と宗教研究の現状、15.現代の宗教学の課題
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末の定期試験（筆記）による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業でわからなかった点について自分で調べること。それでもわからなかった点については、次の
授業で質問すること。

（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>

系共通科目(キリスト教学)(講義)
Christian Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2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  キリスト教学Ａ（講義）

 [授業の概要・目的]
本講義は、キリスト教とはいかなる宗教であるのか、という問いに対して、現代宗教学の立場から
客観的に論じることを目標としている。本年度は、宗教現象としてのキリスト教の基本構造を現代
宗教学の諸方法（宗教現象学、宗教社会学など）によって解明し、その後、西洋文化と聖書の関わ
りを多様な角度から多面的に論じる。

 [到達目標]
・宗教現象としてのキリスト教の基本構造を現代宗教学の諸方法（宗教現象学、宗教社会学など）
によって説明できるようになる。
・多岐にわたる現代宗教学の全体像とその特徴について的確に指摘できるようになる。
・日常生活において出会う諸事象を宗教学的に考える力がつく。

 [授業計画と内容]
講義は、１回に１テーマのペースで進めます。最後（16回目）のフィードバックの仕方については、
授業中に説明します。

オリエンテーション＋序論：キリスト教とアジア
第１講：現代宗教学とは何か
第２講：宗教概念の諸問題
第３講：信仰と自己同一性
第４講：聖なるもの（１）─宗教類型論─
第５講：聖なるもの（２）─オットーとエリアーデ─
第６講：宗教的象徴と宗教言語 
第７講：儀礼とサクラメント
第８講：聖書学─正典論、霊感説、近代聖書学─
第９講：近代人文主義と聖書翻訳 
第１０講：神話から告白文学へ
第１１講：教会建築のコスモロジー
第１２講：近代西欧文学とキリスト教（１）
第１３講：近代西欧文学とキリスト教（２）
第１４講：聖書と日本文学、講義のまとめ
試験
フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、講義内容が的確に理解できているかを確かめるための定期試験による。定期試験の内
容とポイントに関しては、授業（第１４講の「まとめ」）において詳しい説明を行う。

 [教科書]
使用しない
講義においては、毎回プリントを配付し、同じものを、KULASIS上にアップする。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は、全体が体系的に構成されているので、講義の流れを的確に理解することが求められる。そ
のために、配付プリントやノート（メモ）をもとに、講義内容を整理することが必要となり、さら
に配付プリントに記載の参考文献などによる発展的な学習が望まれる。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、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(キリスト教学)(講義)
Christian Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2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  キリスト教学Ｂ（講義）

 [授業の概要・目的]
 現代世界における宗教を論じる場合、グローバル化と多元化という二つの動向は決定的な意義を持
っている。この講義では、キリスト教思想の新しい動向を、現代世界が直面する多様な諸問題との
関わりで学ぶことを目標とする。そのために、キリスト教の思想的源泉である聖書とキリスト教史
とを参照しつつ、問題の核心に迫りたい。講義は聖書の思想内容の確認の後、親密圏からグローバ
ル圏までの諸階層におけるキリスト教思想を論じ、最後に、現代世界の諸問題が扱われる。

 [到達目標]
・聖書からはじまるキリスト教思想の歴史的展開に即して、またキリスト教と社会との多層的な関
わりに応じて、キリスト教思想を論じることができるようになる。
・キリスト教思想の現代的意義を具体的に問題に即して考える力がつく。
・現代を生きるキリスト教の動向を倫理的な諸課題の観点から分析できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業は、１回に１テーマのペースで進められる。最後（16回目）のフィードバックの仕方について
は、授業中に説明します。

オリエンテーション＋序論：キリスト教思想を学ぶ意義
第１講：聖書の世界（１）─創造と契約─
第２講：聖書の世界（２）─罪と悪─
第３講：聖書の世界（３）─救済と終末─
第４講：キリスト教と社会（１）─男と女─
第５講：キリスト教と社会（２）─家族─ 
第６講：キリスト教と社会（３）─市民社会─
第７講：キリスト教と社会（４）─民族─
第８講：キリスト教と社会（５）─グローバル化・多元化─
第９講：キリスト教と社会（６）─近代／ポスト近代とキリスト教─
第10講：キリスト教と現代の倫理的課題（１）─生命─
第11講：キリスト教と現代の倫理的課題（２）─環境─
第12講：キリスト教と現代の倫理的課題（３）─情報─
第13講：キリスト教と現代の倫理的課題（４）─戦争・平和─
第14講：宗教と倫理、講義のまとめ
試験
フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、講義内容が的確に理解できているかを確かめるための定期試験による。定期試験の内
容に関しては、授業において詳しい説明を行う。

 [教科書]
使用しない
講義においては、毎回プリントを配付し、同じものを、KULASIS上にアップする。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は、全体が体系的に構成されているので、講義の流れを的確に理解することが求められる。そ
のために、配付プリントやノート（メモ）をもとに、講義内容を整理することが必要であり、さら
に配付プリントに記載の参考文献などによる発展的な学習が望まれる。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、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(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

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1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本美術と東アジア（その１）

 [授業の概要・目的]
前近代の日本の美術史は、中国、朝鮮半島など、周辺の東アジアの地域の影響を受けながら展開し
ていったことはよく知られている。例えば、飛鳥時代の仏像は、製作者の多くが朝鮮半島などから
渡ってきた工人の一族によって製作されていたこともあり、東アジアの地域の仏像の影響を強く受
けている。また、鎌倉時代の彫刻や絵画は、宋代美術の影響を無視して語ることは不可能である。
さらに言えば、従来日本独自の美術様式とされてきた彫刻の和様でさえ、近年は様々な中国美術の
影響を受けながらも、日本で生まれたとする見解が強くなってきている。この授業では、近年盛ん
になってきた日本美術の対外美術の受容の議論を視野に入れながら、日本の美術の対外受容がどの
ようなものであったかを概観し、前近代の日本美術史の理解を深めたい。なお、今期は、主に飛鳥
から平安時代に至る時期の遺品を取り上げる。

 [到達目標]
日本美術が東アジアの他地域の影響を受けながらどのように展開していったかを概観した講義を受
けることで、日本美術のダイナミックな展開の様子や、こうした展開が生じる要因にどのようなも
のであったかを学び取ることが可能となり、日本美術史の造詣を深めることができるようになる。

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる主な課題は以下の通りである。

1回目　　  はじめに
2,3回目　  法隆寺金堂釈迦三尊像をめぐって
4回目　　  広隆寺菩薩半跏像（宝冠弥勒）をめぐって
5回目　　  高松塚古墳壁画と法隆寺金堂壁画
6回目　 　 薬師寺金堂薬師三尊像と正倉院宝物
7回目　    唐招提寺鑑真像をめぐって
8回目　    平安時代初期の密教像
9回目　    肖像彫刻と遺体・遺骨崇拝
10回目　   清凉寺釈迦如来像の請来
11,12回目　和様彫刻の成立
1３回目　  裸形着装像の問題
14回目　　 まとめ
15回目　  フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート７５％、出席状況２５％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、京都や奈良の寺院や博物館で実際に見ることが出来るものが多いので、
できるだけ実物を見てください。

※オフィスアワーの詳細については、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(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  2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  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本美術と東アジア（その２）

 [授業の概要・目的]
前近代の日本の美術史は、中国、朝鮮半島など、周辺の東アジアの地域の影響を受けながら展開し
ていったことはよく知られている。例えば、飛鳥時代の仏像は、製作者の多くが朝鮮半島などから
渡ってきた工人の一族によって製作されていたこともあり、東アジアの地域の仏像の影響を強く受
けている。また、鎌倉時代の彫刻や絵画は、宋代美術の影響を無視して語ることは不可能である。
さらに言えば、従来日本独自の美術様式とされてきた彫刻の和様でさえ、近年は様々な中国美術の
影響を受けながらも、日本で生まれたとする見解が強くなってきている。この授業では、近年盛ん
になってきた日本美術の対外美術の受容の議論を視野に入れながら、日本の美術の対外受容がどの
ようなものであったかを概観し、前近代の日本美術史の理解を深めたい。なお、今期は、主に鎌倉
時代から江戸時代に至る時期の遺品を取り上げる。

 [到達目標]
日本美術が東アジアの他地域の影響を受けながらどのように展開していったかを概観した講義を受
けることで、日本美術のダイナミックな展開の様子や、こうした展開が生じる要因にどのようなも
のであったかを学び取ることが可能となり、日本美術史の造詣を深めることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
授業で取り上げるな課題は以下の通りである。

1回目　　  はじめに
2回目　　  宋代美術と快慶
3,4回目　  東大寺再興造仏における宋代美術の受容
5回目　    運慶と中国美術の受容
6,7回目　  宋代美術の影響を受けた彫刻
8回目　    遼代美術と日本
10～12回 　肖像における宋代美術の影響
13回目　   江戸時代の肖像をめぐって
14回目　　 まとめ
15回目　   フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート７５％、出席状況２５％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。  

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、京都や奈良の寺院や博物館で実際に拝観できるものもあるので、出来る
だけ実物を見てください。

※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>

系共通科目(西洋美術史)(講義)
European Art History

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  近世北方ヨーロッパ美術に描かれた子供たち

 [授業の概要・目的]
美術史における諸問題の考察を通じて、研究の基礎となる諸々の方法論や思考法に親しむとともに、
西洋美術に関する基礎知識を深めることを目指す。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析などの美術史学の基礎的な方法論について、理解する。
・15、16世紀の西洋美術についての基礎的な知識を習得する。
・近世北方ヨーロッパ美術における子供の表象についての基礎的な知識を習得するとともに、具体
的な作品を美術史学の観点から分析しうる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
15、16世紀の北方ヨーロッパ美術について、子供の表現に着目して、多角的に論じる。基本的に以
下のプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テー
マの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション：美術史学とは何か
第2回～第6回　基礎編：15，16世紀のヨーロッパ美術
第7回～第8回　発展編１：ヨーロッパ美術に描かれた子供たち
第9回～第14回　発展編２：近世ヨーロッパ美術における子供の表現
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します

 [履修要件]
特になし

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

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
大学所蔵の関連書籍を適宜参照すること。

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
関連作品の展覧会等には自主的に足を運び、実作品を鑑賞する機会を持つことが好ましい。

※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(西洋美術史)(講義)
European Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　俊春

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  17世紀オランダの物語画

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋の美術作品の見方、研究方法を紹介することにある。今学期は、17世紀オ
ランダの物語画を取り上げる。オランダでは、風景画、静物画、肖像画、風俗画など、写実的な絵
画が大いに流行したが、その一方で、美術理論においては、聖書、神話、歴史、文学作品などのテ
キストに基づく物語画（「歴史画」）が高く評価されていた。レンブラントを軸に、彼の師、弟子
たち、ライヴァルたちの物語画を検討し、画家たちがどのような方法でテキストの内容を絵画化し
たのかを考察する。

 [到達目標]
17世紀オランダの物語画のさまざまな作品に関する知識を獲得し、それを通じて、西洋の物語画の
表現の特徴を理解するとともに、物語画を読み解くための美術史的な見方、研究方法を習得する。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には【　】で指示した週数を充てる。ただし、講義の進み
具合、開催中の重要な展覧会についての言及に対応して、講義の順序を変更することがある。

１．物語画の特徴と美術理論における位置づけ【２週】

２．後期マニエリスムの画家たち【１週】

３．ユトレヒトのカラヴァッジストたち【２週】

４．ピーテル・ラストマン【２週】

５．レンブラントの初期から中期の物語画【２週】

６．レンブラント晩年の物語画【２週】

７．レンブラント工房と工房に属した画家たち【３週】

８．試験【１週】

＊フィードバックの方法については授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）による。本講義では、イメージを美術史的に理解、読解するとはいかなることで
あるかを説明することに重点を置いているので、試験においても、単に講義で紹介した歴史的事実

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

を知識として記憶しているか否かを問うだけではなく、講義で映写した画像を見ることを通じて、
イメージに対する美術史的な接近の仕方を習得できているのかを確認するための問題を出す。

 [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]
授業で紹介する作品の画像の多くはインターネット上のさまざまなサイトに掲載されている。授業
中に、それらのサイトを紹介するので、随時、それらの画像を眺めることにより、美術作品の特徴
の把握に努めてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
講義は、常に画像を映写して行うが、これは、美術史的に作品を見るということがいかなることで
あるのかを紹介するためである。単に知識を得るというだけでなく、画像を眺めて理解するという
経験が重要である。このことを理解した上で受講してもらいたい。また、美術史の学習にとって、
オリジナルの美術作品を実見することがきわめて重要であるので、積極的に、さまざまな美術館、
博物館を訪れるようにしてもらいたい。

※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>

系共通科目(美学)(講義)
Aesthetics

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・分析篇

 [授業の概要・目的]
本講義は、美学という学問の輪郭（美学においてどのような問題がどのようにしてどの程度解決さ
れるのか）を示すことにある。今学期は「分析篇」とし、美学が扱う多くの問題のうちの代表的な
いくつか（以下の「授業計画と内容」を参照）を取り上げ、20世紀後半以後の英語圏において主流
となった「分析美学」の方法に主として依拠しつつ、これを考察する。

 [到達目標]
美学という学問において、どのような問題がどのようにしてどの程度解決されるのか、を分析的に
理解する。

 [授業計画と内容]
取り上げる問題・充当する回数・順番は、受講者の関心に応じて変更される可能性がある。
1. 導入
2. 「分析美学」とは何か
3～5. 芸術は（いかにして）定義可能か
6～8. 芸術作品の解釈に際して作者の「意図」をどの程度・どのように考慮すべきか
9～11. 芸術作品の同一性は（どこに）あるのか
12～14. 芸術作品の批評に用いられる言葉はどのような特徴を持つか
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、および、毎回ないしトピックのまとまりごとに課す小レポート）60点と期末レ
ポート40点に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
ロバート・ステッカー（森功次訳） 『分析美学入門』（勁草書房）ISBN:9784326800537
西村清和（編・監訳） 『分析美学基本論文集』（勁草書房）ISBN:9784326800568
その他、授業中に適宜紹介する。

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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(美学)(講義)
Aesthetics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・歴史篇

 [授業の概要・目的]
本講義は、美学という学問の輪郭（美学においてどのような問題がどのようにしてどの程度解決さ
れるのか）を示すことにある。今学期は「歴史篇」とし、美や芸術についての哲学的思索に「美学」
という名が与えられた1735年から、この学が哲学の最高位にまで上昇した世紀転換期を経て「芸術
の終焉」が宣言された1835年に至るまでの一世紀の（主として独語圏の）美学思想の歩みをたどり、
誰がどのような問題にどのように取り組んだのかを解説・考察する。

 [到達目標]
美学という学問において、どのような問題がどのようにしてどの程度解決されるのか、を歴史的に
理解する。 

 [授業計画と内容]
取り上げる問題・充当する回数は、受講者の理解度・関心に応じて変更される可能性がある。 
1. 導入 
2. 美学を学ぶのになぜ美学史を学ぶ必要があるのか 
3～5. 感性的認識（バウムガルテンを中心とするヴォルフ学派） 
6～10. 趣味判断（カント） 
11～12. 哲学の証書にして機関としての芸術（シェリングを中心とする初期ロマン主義）
13～14. 芸術終焉論（ヘーゲル）
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、および、毎回ないしトピックのまとまりごとに課す小レポート）60点と期末レ
ポート40点に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
小田部胤久 『西洋美学史』（東京大学出版会）ISBN:9784130120586
その他、授業中に適宜紹介する。

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

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

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (前期）  

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an 
eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to 
maximize the quality of their study of analytic Asian philosophy. The phenomenon of indexicality is 
primarily a semantic matter but has much wider repercussions in major areas of philosophy, including logic, 
metaphysics, and epistemology. We shall study this phenomenon by paying close attention to the pioneering 
work of David Kaplan. Some acquaintance with the so-called direct reference theories by Saul Kripke, Keith 
Donnellan, and Hilary Putman will be desirable but not required.

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

 [授業計画と内容]
We shall examine David Kaplan’s long paper, “Demonstratives,” paying close attention to his careful 
and detailed discussion of words like I, here, now, that, she, etc. Semantical, logical, metaphysical, and 
epistemological issues will be discussed.

 [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]
Kaplan, David 『1989, “Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and 
Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals,” in Joseph Almog, John Perry, & Howard Wettstein 
(eds.), Themes From Kaplan, Oxford University Press: 481-563. 』

 [参考書等]
  （参考書）
Donnellam Keith 『1966, “Reference and Definite Descriptions,” Philosophical Review 75: 281-304.』
Kaplan, David 『1978, “Dthat,” in Peter Cole (ed.), Syntax and Semantics, Academic press: 221-43.』
Kripke, Saul 『Naming and Necessity,』（Harvard University Press）
Also:

哲学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)  (2)

Kaplan, David, 1968, “Quantifying In,” Synthese 19: 178-214.
Kaplan, David, 1990, “Words,” Aristotelian Society Supplementary Volume 64 (1): 93-119.
Putnam, Hilary, 1975, “The Meaning of ‘Meaning’,” Minnesota Studies in the Philosophy of Science 7: 
131-93.

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。

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

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

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2017・
  後期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (後期）   

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an 
eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to 
maximize the quality of their study of analytic Asian philosophy. In the First Semester we began our study of 
David Kaplan’s theory of demonstratives and other indexical terms (see the course syllabus for the First 
Semester) by reading his pioneering paper, “Demonstratives.” This semester we shall continue our study of 
Kaplan’s theory by reading his follow-up piece, “Afterthoughts.” 

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

 [授業計画と内容]
We shall examine David Kaplan’s paper, “Afterthoughts,” in which Kaplan elaborates, modifies, and 
revises his treatment of indexicals in “Demonstratives.” We shall keep our focus on careful and detailed 
discussion of the semantical, logical, metaphysical, and epistemological issues surrounding indexicals.

 [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]
Kaplan, David 『 1989, “Afterthoughts,” in Joseph Almog, John Perry, & Howard Wettstein (eds.), 
Themes From Kaplan, Oxford University Press: 565-614.  』

 [参考書等]
  （参考書）
Donnellam Keith 『1966, “Reference and Definite Descriptions,” Philosophical Review 75: 281-304.』
Kaplan, David 『1978, “Dthat,” in Peter Cole (ed.), Syntax and Semantics, Academic press: 221-43.』
Kripke, Saul 『Naming and Necessity』（Harvard University Press）
Also:

Kaplan, David, 1968, “Quantifying In,” Synthese 19: 178-214.

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

Kaplan, David, 1989, “Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology 
of Demonstratives and Other Indexicals,” in Joseph Almog, John Perry, & Howard Wettstein (eds.), Themes 
From Kaplan, Oxford University Press: 481-563. 
Kaplan, David, 1990, “Words,” Aristotelian Society Supplementary Volume 64 (1): 93-119.
Putnam, Hilary, 1975, “The Meaning of ‘Meaning’,” Minnesota Studies in the Philosophy of Science 7: 
131-93.

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。

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

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

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Mark Siderits
非常勤講師 犬飼　由美子

未更新

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

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

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  日本語及び英語 

題目  因果性

 [授業の概要・目的]
「喫煙は肺がんを引き起こす」「食後にコーヒーを飲んだので寝付きが悪い」・・・我々は日々こ
うした因果的主張を耳にしたり、行ったりしている。しかしある事象が他の事象の原因である、と
は正確にはどういうことだろうか。本授業では、近代から現代に至る因果性に関する哲学的議論を
紹介するとともに、それらの哲学的議論と統計学における各種の手法、例えば相関や回帰分析、無
作為化試験などとの関連性を論じる。 

 [到達目標]
因果概念にひそむ哲学的問題を科学という具体的文脈と結びつけて理解すると同時に、経験科学に
おける種々の因果的主張を理解・吟味するための統計学的リテラシーを身につけることを目標とす
る。 

 [授業計画と内容]
以下のトピックを、それぞれ１-２回の授業で講義していく。ただし参加者の興味や理解度に応じ
て、進度を調節したり、これ以外の話題を取り上げることもある。 

1. Introduction 
2. From Aristotle to the Middle age 
3. The modern skepticism 
4. Mill’s methods and Mackie’s INUS 
5. Russell 
6. Pearson and correlation 
7. Regression 
8. Probabilistic causation 
9. Process causation 
10. Counterfactual theory 
11. Randomized control trial 
12. Propensity score 
13. Causal graph theory 

授業が進行するにつれ、（哲学的・統計的）理解度確認のためのミニテストを適宜行う予定。

 [履修要件]
特になし

哲学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席・質問票（１０点）、小テスト（３０点）、期末テスト（６０点）により評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、授業で取り上げた内容を次回までに復習し、疑問点を押さえておくことが望ましい。小テス
トでは確率・統計等の計算問題を課すことがある。事前知識は前提とせず、授業で解説を行うが、
初学者はこちらの復習も必須である。 

（その他（オフィスアワー等））
必要に応じて、英語で授業を行う。並行して、本授業の内容をより深く理解するための演習を開講
する（どちらか一方のみの受講も可能）。

※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>

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  日本語及び英語 

題目  進化論の哲学 II  

 [授業の概要・目的]
前年度の授業では、主に進化論の人文学的含意を論じた。本授業では、むしろ進化論の理論自体に
注目し、それがどのような科学理論なのか、ということを科学哲学的観点から考察する。特に、因
果モデル理論を援用しつつ、進化論の数理的・因果的構造を分析することを最終的な目的とする。 

 [到達目標]
進化論生物学に関する概念的問題やその哲学的含意を理解し、当該分野における学術論文を批判的
に読解・検討できるようになる。また、確率論や因果的モデル論などの数理的手法を哲学的問題へ
と応用することを学ぶ。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下によって評価する。 
・出席・質問票（２０点） 
・小テスト（２０点） 
・期末レポート（６０点）

 [教科書]
使用しない

哲学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
本授業は半演習形式で行うので、受講者は毎回、指定された英語論文に目を通しておくことが求め
られる。専門的な内容を扱うため、予習は必須である。

（その他（オフィスアワー等））
必要に応じて、英語で授業を行う。

※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>

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

青山学院大学教育人間科学部
教授　　　　　　　　　　　 入不二　基義

 

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  現実（性）についての考察

 [授業の概要・目的]
現実の現実性についての哲学的考察を行う。（主に）排中律という論理や可能性などの様相や時制
的或いは非時制的な時間との関連で考察を進める。また、その考察の中には論理的運命論について
の検討も含まれる。

 [到達目標]
現実（性）と論理と様相と時間の諸関係を解きほぐして思考し、運命論の議論をこれまでとは違っ
た仕方で捉えられるようになることを、目標とする。

 [授業計画と内容]
基本的には以下の計画に沿って進める。ただし、講義の進み具合などに応じて、扱う項目や順序等
は変更する。
第1回～第3回（第1日目）現実（性）と論理
第４回～第６回（第2日目）現実（性）と様相
第７回～第９回（第3日目）現実（性）と時間 
第10回～第12回（第4日目）運命論およびその他の議論との関連と検討
第13回～第15回（第5日目）まとめと試験

 [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、集中講義最終日の最終時限の筆記試験によって行う。授業内容を適切に捉えられてい
ることを最低合格ラインとしたうえで、さらに哲学的に興味深い提案や考察を加えられていると判
断した場合に、その度合いに応じて加点する。

 [教科書]
入不二基義 『あるようにあり、なるようになる　運命論の運命』（講談社）

 [参考書等]
  （参考書）
永井均 『存在と時間　哲学探究1』（文藝春秋）
青山拓央 『時間と自由意志　自由は存在するか』（筑摩書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ教科書全体を通読しておくことが望ましい。

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

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 上智大学　文学部 教授 寺田　俊郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  対話の哲学

 [授業の概要・目的]
現代社会のさまざまな場面で対話の重要性が叫ばれ、多種多様な対話的手法が試みられている。そ
して、哲学の研究者のなかには、さまざまな問題が生じる現場で対話に寄与することは、哲学が現
代社会に貢献する方法の一つである、と考える人もいる。担当者もその一人であり、種々の対話実
践を試みてきた。だが、対話の本性と効用に関する知見が共有されているとは言い難く、理論的反
省が必要である。人々が対話をするとき、そこに何が生じるのか。そこに生じる何が、対話をそれ
ほど重要なものにするのか。そもそも対話とはいかなる営みか。このような根本的な問いをめぐっ
て、古今の対話に関する哲学的文献を参照しながら、実際の対話実践や日常経験にも注目しつつ、
哲学的に探究したい。 

 [到達目標]
（1）現代社会における対話の意義を多角的かつ根本的に考察する。 
（2）対話をめぐる古今の哲学的理論に関する知識と理解を深める。 
（3）現代社会における哲学の意義に関する各自の見解を明確にする。 

 [授業計画と内容]
次の項目（問題群）について講義し、討論・対話を行う。項目の順序および回数は固定したもので
はなく、受講生の理解や関心の状況を考慮に入れて、適宜担当者が決定する。各項目の下に挙げら
れている語句は、扱う問題の例である。 

（1）本講義の視座と問題意識【1～2回】 
　　　現代社会における対話の意義、対話実践と対話論の諸相、哲学と対話 
（2）対話と理性【3～4回】 
　　　哲学的解釈学（ガーダマー）、コミュニケーション理論（ハーバーマス）、 
　　　「理由の空間」（ブランダム）、「反省的判断力」（カント） 
（3）対話と感情【1～2回】 
　　　「共感」（アダム・スミス） 
（4）中間的考察【1回】 
（5）対話と人称的世界【5～6回】 
　　　「わたしとあなた」（ブーバー）、「二人称的観点」（ダーウォル）、 
　　　社会構成主義、「対話的自己」（チャールズ・テイラー） 
（6）対話の困難【1～2回】 
　　　対話の限界、対話の排除性、対話の暴力 
（7）総括的考察【1回】 
　　＊フィードバックの方法については授業中に指示する。

哲学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
授業参加（20.0％） 
中間的考察（20.0％） 
学期末論文（60.0％） 
　＊学期末論文の分量は3000～6000字程度、提出期限は学期末を予定。

 [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]
（1）初回授業までに、現代社会における対話の意義および哲学における対話の意義　について考
える。 
（2）前もって配布する文献の抜粋を通読し、それに関する質問や意見を授業で発表できるように
準備する。 
（3）授業中に紹介する参考文献のうち、少なくとも一点を通読し、学期末論文の執筆に活かす。

（その他（オフィスアワー等））
授業内対話・討論に積極的に参加することを期待する。 
文献の抜粋の配布方法については追って通知する。

※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>

哲学(特殊講義) 
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 東京農業大学 網谷　祐一

 

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  進化論の哲学論争

 [授業の概要・目的]
進化論およびそれに基づいて人間本性を探求する研究は、様々な哲学的論争を引き起こしてきた。
本科目ではそうした論争を概説した上で、それぞれの論争についてどの立場が有力か考える。現在
のところ、具体的には人間の理性の進化、道徳の進化、および進化心理学にまつわる問題について
考えることを計画している。[ただし内容を変更する場合がある]

 [到達目標]
本科目の目標は、(i) 人間本性を進化的な観点から研究するとはどういうことかを理解する、および
(ii) そうした研究がもつ・もってきた問題を、方法論的・哲学的・倫理的な側面から考えられるよ
うになることである。

 [授業計画と内容]
(1) ガイダンス（1-2回） 
(2) 道徳の進化の問題（3-6回） 
(3) 理性の進化の問題（7-11回） 
(4) 社会生物学・進化心理学の問題（12-15回） 
[ただし変更する場合がある]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加(20%) 
授業終了時のレポート(80%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
長谷川寿一・長谷川眞里子 『進化と人間行動』（東京大学出版会）
R・ボイド＆J・シルク 『ヒトはどのように進化してきたか』（ミネルヴァ書房）
ソーバー 『進化論の射程』（春秋社）

 [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））
シラバスは変更することがある。変更の場合は授業内で通知する。

※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>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   英語 

題目  Dialetheism and Analytic Asian Philosophy

 [授業の概要・目的]
Dialetheism is a metaphysical position that admits some contradictions as true. It is discussed in such areas as 
philosophy of language, philosophy of logic and Analytic Asian philosophy. We will examine some of the 
frontline discussions concerning dialetheism, focusing on its applicability to analytic Asian philosophy: a new 
trend of philosophy that approaches to Asian philosophy through perspectives of contemporary analytic 
philosophy and non-classical logic.

 [到達目標]
Students can know up-to-date philosophical discussions in such areas as metaphysics, philosophy of logic, 
philosophy of language and analytic Asian philosophy, and acquire skills of philosophical argumentation, 
critical thinking, articulation and presentation of their own ideas.

 [授業計画と内容]
1 Introduction to Dialetheism I
2 Introduction to Dialetheism II
3 Introduction to non-classical logic I
4 Introduction to non-classical logic II
5 Dialetheism in philosophy of logic I
6 Dialetheism in philosophy of logic II
7 Dialetheism in philosophy of language I
8 Dialetheism in philosophy of language II
9 Dialetheism in analytic Asian philosophy I
10 Dialetheism in analytic Asian philosophy II
11 Dialetheism in analytic Asian philosophy III
12 Dialetheism in analytic Asian philosophy IV
13 Summary

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Report 70% Performances in classes 30%

哲学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)  (2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are expected to attend each session after having read all materials for discussions.

（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>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of the Kyoto School: approaches from analytic Asian philosophy

 [授業の概要・目的]
This seminar will discuss on philosophies of the Kyoto school from perspectives of analytic Asian philosophy 
that re-interprets Asian philosophy by means of contemporary analytic philosophy and non-classical logic. 
We will examine some of the basic concepts and standpoints of such philosophers as Kitaro Nishida and Keiji 
Nishitani.

 [到達目標]
Students can acquire good knowledge of the Kyoto school philosophy and skills to interpret their texts and to 
reconstruct their ideas from contemporary perspectives. They can also obtain techniques of philosophical 
argumentation, articulation and presentation of their own ideas.

 [授業計画と内容]
1 Introduction to the Kyoto school I
2 Introduction to Analytic Asian philosophy I
3 Introduction to philosophy of Kitaro Nishida
4 Nishida's early philosophy
5 Nishida' logic of Basho reconstructed
6 Nishida's Contradictory self-identity reconstructed I
7 Nishida's Contradictory self-identity reconstructed II
8 Introduction to philosophy of Keiji Nishitani
9 Nishitani's early philosophy
10 Nishitani's standpoint of emptiness
11 Two versions of Nishitani's ethics
12 Nishitani's later philosophy: Emptiness and That-is-ness
13 Summary

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Report 70% Performances in classes 30%

 [教科書]
使用しない

哲学(演習Ｉ) (2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
Students are expected to attend each class after having read all the materials for discussions.

（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>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  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  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

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

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

 [授業計画と内容]
原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにする。
それぞれの回には、次の箇所を読む予定である。なお本演習の進度は、その年度の受講者各位の哲
学文献読解力の如何によらざるをえない為、各回に読む箇所については、初回のガイダンスの際に
委細指示することにする。

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）

哲学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)  (2)

エドムント・フッサール 『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳）

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

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

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

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 戸田　剛文

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・リード『人間の知的能力試論』の読解

 [授業の概要・目的]
スコットランド常識学派の代表者といわれるトマス・リードの『人間の知的能力論』を原典で読む。
 
リードは、近代イギリス経験論の影響をうけつつ、ロックからヒュームにいたる哲学者を批判した
哲学者であり、その評価は近年ますます高まっている。知識とはどのようなものかを考える上でも、
彼の議論は興味深い手掛かりをわれわれに与えてくれる。

 [到達目標]
リードの著作を通して、近代の認識論の展開を学ぶ

 [授業計画と内容]
とくに担当者を決めず、数行ずつ訳してもらいながら進めていく。 

途中で重要な人物や理論などについて、調べてもらって解説してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席と発表

 [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]
各自、テクスト中にでてきた人物などについて調べておくこと

（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。



哲学基礎文化学系33

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 浜渦　辰二

 

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  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現象学・臨床哲学・倫理学の繋がりの探求

 [授業の概要・目的]
この演習の目的は、現代哲学のなかで、それぞれ異なる流れを作っているかに見える三つの研究分
野である、現象学・臨床哲学・倫理学の繋がりを探求することにある。講師自身の関心からする研
究の歩みのなかで、これらがどう切り結んできたかを振り返りながら、現代哲学の問題を考察する。

 [到達目標]
現代哲学の源流の一つである現象学を基盤としながら、自らの生活と体験の現場から立ち上がる臨
床哲学を通じて、そこで問題になる倫理学の問題を考察するための手掛かりを獲得することができ
る。 

 [授業計画と内容]
基本的には以下のように進める予定だが、受講生の関心に応じて、適宜修正・変更の可能性がある。
 
１）ガイダンス・イントロ 
２）私の現象学への道 
３）地平の現象学 
４）他者の現象学 
５）間主観性の現象学 
６）生活世界と超越論的主観性 
７）現象学から臨床哲学へ 
８）ケアという現場と哲学の往還 
９）一人称パースペクティヴと当事者研究 
10）対話の現象学から対話の臨床哲学へ 
11）ケアの倫理と正義の倫理 
12）医療と看護の倫理学 
13）生命倫理への現象学的アプローチ 
14）振り返りとまとめ 
15）フィードバック

 [履修要件]
哲学概論・倫理学概論などの科目により、基礎的な予備知識を学んでおく。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回、出席調査を兼ねてコメントシートを書いてもらい（30％）、最後の期末レポート（70％）と
合わせて、総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない

哲学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
予習として次回のテーマに関連して考えたり調べたりしておいて欲しいことを毎回指示し、復習と
して授業内で話せなかったことを調べるための文献などを紹介する。

（その他（オフィスアワー等））
授業は、プレゼンテーション・ソフトを用いて行う。オフィスアワーは、授業後の時間に、もしく
は、メール（cpshama@let.osaka-u.ac.jp）でアポイントメントをとったうえで、相談に応じる。授業
中分からないことについては、コメントシートに書いてもらい、必要に応じて、次回の授業の初め
に回答をする。

※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>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学者のための論理学入門　Logic for Philosophers

 [授業の概要・目的]
This course aims to furnish students with basics in logical topics which are required in reading and writing 
papers in philosophy. It will cover classical propositional and predicate logic, and a number of non-classical 
logics including modal logic, many-valued logic, relevant logic. In addition to the lectures offering the basic 
knowledge, there will be some special lectures, given by guest lecturers, on the more advanced topics. 

現代哲学の論文を読み、自分で書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。古典命題・述語
論理からはじめて、様相論理、多値論理、関連性論理などの多くの非古典論理についても学ぶ。そ
れに加えて、何人かのゲスト講師を迎え、より発展的な話題に触れる機会を提供する。

 [到達目標]
To master basic skills to deal with logic used in philosophy papers.
To obtain broad knowledge about various logical systems and related philosophical issues.

哲学の論文で用いられる論理を扱うための基礎的なスキルを習得する。
多様な論理体系とそれらに関係する哲学的な問題について、幅広い知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
1. Introduction 導入
2. Classical propositional logic 古典命題論理(1)
3. Classical propositional logic 古典命題論理(2)
4. Classical predicate logic 古典述語論理(1)
5. Classical predicate logic 古典述語論理(2)
6. Classical predicate logic 古典述語論理(3)
7. Guest lecture ゲスト講義
8. Normal modal logic 正規様相論理
9. Non-normal modal logic 非正規様相論理
10. Conditional logic 条件法の論理
11. Predicate modal logic 述語様相論理(1)
12. Predicate modal logic 述語様相論理(2)
13. Exercise 演習
14. Guest lecture ゲスト講義
15. Guest lecture ゲスト講義

 [履修要件]
特になし

哲学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Your final grade will be evaluated by your scores on homework exercises and a term paper.
宿題と学期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
G. Priest 『An Introduction to Non-classical logic (2nd edition)』（Cambridge University Press）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework exercises. 毎週、宿題を出題する。

（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>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  論理学入門　Logic for Philosophers

 [授業の概要・目的]
This course aims to furnish students with basics in logical topics which are required in reading and writing 
papers in philosophy. It will cover classical propositional and predicate logic, and a number of non-classical 
logics including modal logic, many-valued logic, relevant logic. In addition to the lectures offering the basic 
knowledge, there will be some special lectures, given by guest lecturers, on the more advanced topics. 

現代哲学の論文を読み、自分で書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。古典命題・述語
論理からはじめて、様相論理、多値論理、関連性論理などの多くの非古典論理についても学ぶ。そ
れに加えて、何人かのゲスト講師を迎え、より発展的な話題に触れる機会を提供する。

 [到達目標]
To master basic skills to deal with logic used in philosophy papers.
To obtain broad knowledge about various logical systems and related philosophical issues.

哲学の論文で用いられる論理を扱うための基礎的なスキルを習得する。
多様な論理体系とそれらに関係する哲学的な問題について、幅広い知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
1. FDE and many-valued logics FDEと多値論理
2. Many-valued predicate logic 多値述語論理
3. Exercise 演習
4. Guest lecture ゲスト講義
5. Relevant logic 関連性論理
6. Predicate relevant logic 述語関連性論理
7. Free logic 自由論理
8. Exercise 演習
9. Guest lecture ゲスト講義
10. Intuitionist propositional logic 直観主義命題論理
11. Intuitionist predicate logic 直観主義述語論理
12. Proof systems さまざまな証明体系
13. Exercise 演習
14. Guest lecture ゲスト講義
15. Guest lecture ゲスト講義

 [履修要件]
特になし

哲学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Your final grade will be evaluated by your scores on homework exercises and a term paper.
宿題と学期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
G. Priest 『An Introduction to Non-classical logic (2nd edition)』（Cambridge University Press）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework exercises. 毎週、宿題を出題する。

（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>

哲学(演習II) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学演習II

 [授業の概要・目的]
適宜個人指導を交えつつ、卒論のテーマの選び方・書き方等に関する指導を行なう。哲学専修卒業
予定者は哲学演習III（後期開講）とあわせ、必ず履修すること。

 [到達目標]
哲学の論文の書き方をマスターすることできる。そのことで、物事を哲学的に考えること、即ち議
論の筋道を立てつつ、他者にも理解可能な仕方で、様々な事柄を理解、説明することが可能となる。

 [授業計画と内容]
１）論文の書き方I（テーマの選び方・卒論執筆のスケジュール・研究倫理）
２）論文の書き方II（問いー答え構造・概念の提示の仕方・議論の進め方・犯してはならない議論
の過ち）
（この後、各自の中間発表等にもとづいた具体的な論文指導を行うため、毎回のテーマは設定せず、
複数週にわたり一体的な学修を行う）
３）～１４）卒論の中間発表等にもとづいた、個人指導も含めた具体的論文執筆指導
15)フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（80%)＋平常点評価（出席状況、授業内での発表・発言）(20%)

 [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]
論文の書き方のレクチャーを受けた後、各自、卒論のテーマ、具体的な参照文献等の選定、議論展
開の見通し等を検討し、授業内での発表・個別指導に備えること。また発表を行い、個別指導を受
けた後は、それにもとづいて最終レポートを執筆すること。この最終レポートは、その時点での卒
論の草稿・中間稿に相当する。またこのレポートは、後期に開講される「哲学演習III」における発
表、個別指導の資料として用いられる。

（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>

哲学(演習III) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学演習III

 [授業の概要・目的]
哲学演習II（前期開講）を踏まえ、引き続き卒論の執筆指導を行なう。哲学専修卒業予定者は哲学
演習II（前期開講）とあわせ、必ず履修すること。 

 [到達目標]
前期開講の哲学演習IIとあわせて受講することで、哲学の論文の書き方をマスターすることできる。
そのことで、物事を哲学的に考えること、即ち議論の筋道を立てつつ、他者にも理解可能な仕方で、
様々な事柄を理解、説明することが可能となる。

 [授業計画と内容]
１）哲学論文の書き方（先行文献の参照・引用の仕方、論文のフォーマット等）
以降は前期に引き続き、参加者による「哲学演習II」の最終レポートや授業中における卒論中間発
表等を踏まえた個別指導を交えつつ、卒論執筆に関する具体的な指導を行なうため、複数回にまた
がる一体的な学修を行う
２）～１４）前期レポートや卒論中間発表にもとづいた、個別指導をも交えた具体的な論文執筆指
導
１５）卒業論文の提出に当たっての最終的な諸注意

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終レポート（８０％）＋平常点評価（出席状況・授業中での発表・発言）（２０％）

 [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、適宜指示する。

（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。



哲学基礎文化学系38

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
戸次大介  『数理論理学』（東大出版会）
小野寛晰  『情報科学における論理』（日本評論社）

哲学(演習) (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習) (2)

Dag Prawitz  『Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study』

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
ハンドアウトなどの授業資料は毎回、事前（1~2日前）にwebsite （上記の授業Blog）にアップする。
学生は、授業前に資料にざっと目を通しておくことが望ましい。

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

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

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  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  論理学２

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

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

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

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

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

哲学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)  (2)

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

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

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

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

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

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

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  日本語及び英語 

題目  因果性（リーディング）

 [授業の概要・目的]
本授業は、同時開講される特殊講義「因果性」のためのコンパニオン授業であり、講義で取り上げ
るトピックに関連する文献を読み込み、またその数理的基盤を学ぶことで、授業内容についてより
深い理解を目指すものである。講義と合わせて受講することが望ましいが、どちらか一方のみの履
修も可能。 

 [到達目標]
一次／二次文献を読み込むことで、因果性に関する歴史的・現代的な哲学的議論を理解できるよう
になる。また、相関や回帰分析などの統計的手法を理解し、それを用いた因果的主張を批判的に検
討することができるようになる。 

 [授業計画と内容]
講義の進度に合わせて、以下のような文献を読み進めていくことを予定している。 

・D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding 
・J. L. Mackie, Causes and Conditions 
・C. Hitchcock, Probabilistic Causation (SEP) 
・W. Salmon, Causality: Production and Propagation 
・P. Menzies, Counterfactual Theories of Causation (SEP) 
・大塚淳, ベイズネットから見た因果と確率 

進め方については、毎週担当を決め、発表・議論進行役をつとめてもらう。また発表者以外の出席
者にも、議論への積極的な参加・発話が求められる。ただ出席するだけでは評価しないので注意す
ること。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表、出席、議論への参加）で評価する。とりわけ、クラス内での発言を評価する。逆に、
ただ出席し発表しただけでは単位は認めないので、注意すること。

 [教科書]
授業中に指示する

哲学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
毎回、指定された課題をじっくり読み込み、理解できなかったところをメモしてくること。また発
表担当者は、レジュメなどプレゼン補助資料を適宜用意するとともに、その後のディスカッション
で話題とするトピック・疑問点などを考えてくること。 

（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>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  日本語及び英語 

題目  客観性と不変性

 [授業の概要・目的]
客観的である、とはどういうことだろうか。本授業では、客観性の条件に関する主要な哲学的問題
を概観したのち、「客観的であるとは一定の変換群に対して不変的ということである」という
Robert Nozickの見方を詳細に検討していく。

 [到達目標]
不変性・対称性は、現代物理学において中心的な考え方である。本授業では、読解と議論を通じて、
こうした科学的概念が客観性や実在性などといった哲学の根本問題にどのように関わるかを明らか
にすることを目指す。

 [授業計画と内容]
まずはじめに Stanford Encyclopedia of PhilosophyのScientific Objectivity (Julian Reiss, Jan Sprenger 
2014)を読み、客観性に関する哲学的問題点を定位したのち、Robert Nozick, Invarianceの主に1-2章を
読みすすめる。対称性や不変性に関する理論的細部については、必要に応じて相対論や測定理論の
教科書を参照しつつ、精確な理解を目指す。 

進め方については、毎週担当を決め、発表・議論進行役をつとめてもらう。また発表者以外の出席
者にも、議論への積極的な参加・発話が求められる。ただ出席するだけでは評価しないので注意す
ること。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表、出席、議論への参加）で評価する。とりわけ、クラス内での発言を評価する。逆に、
ただ出席し発表しただけでは単位は認めないので、注意すること。

 [教科書]
Nozick, Robert 『Invariance』（Harvard Univ Press）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、指定された課題をじっくり読み込み、理解できなかったところをメモしてくること。また発
表担当者は、レジュメなどプレゼン補助資料を適宜用意するとともに、その後のディスカッション
で話題とするトピック・疑問点などを考えてくること。 

（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>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Jay Garfield

未更新

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

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

哲学・西洋哲学史(卒論演習) 
Philosophy/History of Western Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 周藤　多紀
教授 文学研究科 福谷　茂
教授 文学研究科 出口　康夫
教授 文学研究科 中畑　正志
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

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  金4,5

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  哲学・西洋哲学史卒論演習

 [授業の概要・目的]
哲学専修および西洋哲学史専修に所属する卒業論文提出予定者による卒業論文の中間発表。両専修
の卒業予定者は必ず履修すること。

 [到達目標]
発表者は発表を通じて卒業論文の主題と問題設定、考察の方向を明確化するとともに、参加者から
のコメントを通じて自身の考察を反省し、より充実した卒業論文の作成にあたることができる。参
加者は発表者の問題を共有するとともに、卒業論文の書き方についても学ぶことができる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
授業の趣旨の説明と卒業予定者の確認、各回の発表者の決定、必要な取り決めなどをおこなう。
第２回～１５回
第１回で決めた方針に沿って、各人が発表し、それについて参加学生からのコメントと議論、また
教員のコメントと議論をおこなう。

 [履修要件]
哲学・西洋哲学専修の卒業論文提出予定者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表は単位認定の必須の要件であり、さらに授業への出席、授業内での発言などの要素を加味し、
発表８０％、その他２０％の割合で評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に指導教員と相談のうえで、わかりやすい発表となるようよく準備しておくこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  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   日本語 

題目  ネオ・アリストテリアニズム  

 [授業の概要・目的]
アリストテレスの自然観や人間観は、デカルトやホッブズをはじめとした近代以後の思想家によっ
てひとたびは否定された。しかし近代思想のさまざまな局面に対する反省が迫られている今日、ア
リストテレスへの新たな関心の高まりを見ることができる。この講義では、一つの有力な哲学的立
場となった（分析）形而上学と倫理学および政治学における「ネオ・アリストテリアニズム」の動
向を確認し、アリストテレス自身の思考と照らし合わせながら、それが提起する問題を考察する。

 [到達目標]
アリストテレスとネオ・アリストテリアニズムの提示する知見を学び考えることを通じて、現代の
形而上学および倫理学・政治学の諸論題を理解し、自分自身でその問題を理論的に考える力とそう
した諸論題が提起される背景を歴史的に考察する力を養う。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進行や聴講者の理解などに対応して順
序や同一テーマの回数を変えることがある。
１　イントロダクション　アリストテレスの否定と復活（1週） 
形而上学 
２　ネオ・アリストテリアニズムの基本的動向（2週） 
３　非存在論としてのアリストテレス的オントロジー（3週） 
４　カテゴリー理論の歴史と現在（3週） 
５　形相・種・ソータル（3週） 
６　因果性と力（2週） 
７　本質と様相（2週） 
倫理学・政治学 
８　徳倫理学の歴史と現在（3週） 
９　「第二の自然」概念再考（2週） 
10　道徳的個別主義の諸問題（2週） 
11　正義と分配（2週） 
12　西洋古代に権利の概念は存在したか（2週） 
13　共同体の一員であること（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（詳細については授業で説明する）。

 [教科書]
使用しない

西洋哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で事前に読むべき資料などの配付するので、予習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 國學院大学　文学部 准教授 木原　志乃

 

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  「病い」の位相：古代ギリシア哲学のコンテクストから

 [授業の概要・目的]
本講義では、初期ギリシアからガレノスに至るまでの医学思想史を辿りながら、「病い」について
の関連テキストを吟味する。「病い」の問題は、古代ギリシアにおける様々なコンテクストの中で
多様に語られてきたが、とりわけ哲学的な知の成立と密接な関係の中で論じられてきたことに注目
したい。身体と魂の相関性の問題、および臨床知の成立の問題などを踏まえて、「病い」と「健康」
の境界がいかに語られたか、そして「病い」を癒すべく「医術知」がどのように位置づけられたの
か、その思想史的展開を明らかすることが本講義の目的である。「病い」を通して語られる「正常」
と「異常」の揺らぎについて考察することは、人間存在に関する根本的な問いと向き合う契機に他
ならないと言えよう。

 [到達目標]
古代ギリシア哲学の諸問題について理解し、個々のトピックについて自ら考え、議論展開すること
ができる。
現代医療等で問題となるテーマについて理解し、歴史的な展開を踏まえて問い直す力を養うことが
できる。

 [授業計画と内容]
以下のように予定を立てているが、受講者の理解度に応じて進度や内容を変更する可能性がある。 
第1回　講義の展望：健康や病いへのアプローチ,リテラシーやナラティブの問題
第2回　「病いの癒し」のギリシア神話的背景
第3回　「医術」の成立：ソクラテス以前の哲学者たちによる宇宙論との連続性
第4回　体液の不均衡としての病い
第5回　ヒッポクラテス医学における病いの診断：予見の可能性
第6回　ヒッポクラテス医学における精神の病い：「神聖な病い」とメランコリア
第7回　プラトン『ゴルギアス』『饗宴』で語られる医術観
第8回　プラトン『ティマイオス』で語られる魂の病い
第9回　アリストテレスおよびペリパトス派の医学
第10回　魂の座をめぐる論争：心臓中心説と脳中心説
第11回　ヘレニズム期からローマ期の医学へ：「神経」の発見
第12回　ガレノスの魂論：体液説の受容と人体機能論
第13回　ガレノスによる医術の方法論：目的論と経験科学
第14回　総括：古代ギリシアにおける医学と哲学の交差
第15回　試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況およびコメントシート20%と最終回の筆記試験80%による。
筆記試験では、講義内容を踏まえた上で、指示された諸項目について適切に説明することが求めら

西洋哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)  (2)

れる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
ケレーニイ, K.  『医神アスクレピオス』（白水社）
ロイド, G.E.R 『 初期ギリシア科学／後期ギリシア科学』（法政大学出版局）
Lloyd, G. E. R. (ed)  『Hippocratic Writings』（Penguin Classics）
Craik, E.M.  『The ‘Hippocratic’ Corpus: Content and Context』（Routledge）
ヒポクラテス 『古い医術について』（岩波文庫）
田村松平責任編集 『世界の名著9:ギリシアの科学』（中央公論社）（大橋博司訳〔ヒッポクラテス
の医学〕）
ヒポクラテス  『新訂ヒポクラテス全集I-III』（エンタープライス）
プラトン  『プラトン全集』（ 岩波書店）（「5饗宴・パイドロス」「9ゴルギアス・メノン」 「12
ティマイオス・クリティアス」）
アリストテレス 『新版アリストテレス全集』（ 岩波書店）（「7魂について・自然学小論集」, 8－
10動物論的著作, 「13問題集」）
二宮陸雄 『ガレノス : 霊魂の解剖学／ガレノス：自然生命力』（平河出版社）
ガレノス 『自然の機能について／ ヒッポクラテスとプラトンの学説について１』（京都大学学術
出版会）

 [授業外学習（予習・復習）等]
扱うテキストについて、関心のあるものからで構わないのであらかじめいくつか目を通しておくこ
とが望ましい。
個々の議論に関する文献は、講義内で適宜紹介するので、各自の関心に応じて渉猟してほしい。
また、コメントシートを配布する予定なので、疑問が生じた場合に記入し、次回授業時に提出する
こと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は基本的に講義形式で行うが、授業内容や資料に関する積極的な質問を歓迎する。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 中央大学　文学部 教授 土橋　茂樹

 

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  ギリシア教父哲学の展開

 [授業の概要・目的]
古代ギリシア哲学とユダヤ・キリスト教思想がどのように出会い、いかなる関係を取り結んでいっ
たのか、その経緯を特に東方キリスト教圏において考察するのがこの講義の目的である。あくまで
聖書解釈に裏打ちされながらもギリシア哲学諸派の枢要概念を縦横に受容・変容しつつ繰り広げら
れた三位一体論やキリスト論などの教義論争や異端論争の実相、さらには修道院運動を介した東方
神秘主義思想の深まりとそれがスコラ期以降の西方中世哲学に及ぼした影響までを射程に収め、具
体的なテキスト読解に基づいた議論を展開していく。

 [到達目標]
・ギリシア教父哲学の思想展開全体を概括的に説明できるようになる。
・ギリシア哲学の枢要概念の東方キリスト教思想における受容と変容について自分なりの解釈を持
つことができる。
・東方神秘主義思想に関する基本事項を理解する。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション
２．ユダヤ教徒フィロンによるプラトニズムの受容
３．オリゲネス：いわゆる「ヘレニズム化」の実相
４．アレイオス論争をめぐって
５．ニカイア信条（三つのヒュポスタシス・一つのウーシアー）に至る過程
６．小括
７．カッパドキア教父：カイサレイアのバシレイオス
８．カッパドキア教父：ナジアンゾスのグレゴリオス
９．カッパドキア教父：ニュッサのグレゴリオス
10．偽マカリオス：異端メッサリアノイと修道院運動
11．ディオニュシオス・アレオパギテースの神秘神学（新プラトン主義のキリスト教的昇華）
12．証聖者マクシモスによる集大成
13．東方教父文献集成『フィロカリア』による東方教父の見直し
14．ギリシア教父哲学が西方中世哲学にもたらしたもの
15．まとめと補遺

 [履修要件]
特になし

西洋哲学史(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義) (2)

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

 [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]
配布資料を読み直し、レポート執筆の準備をする。

（その他（オフィスアワー等））
質問や相談は講義終了後に随時受けつけます。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  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  ヘノロジーから見た西洋近世哲学史

 [授業の概要・目的]
ヘノロジー概念を基礎づけ、その応用編としてこの観点からの近世哲学史の再検討を行う。従来の
オントロジー概念に代えてヘノロジー概念を用いることで近世哲学史がどのような新しい相貌を呈
してくるか、がテーマである。この点を、デカルト・スピノザ・ライプニッツ・カント・ショーペ
ンハウアー・シェリング・ヘーゲル・ブラッドレー・ハイデガーなどに関するケース・スタディを
行なうことで確認する。

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

 [授業計画と内容]
第1回と第2回は、ヘノロジー概念が使われ始めた事情を明らかにする。現代欧米でのその使用状況
を概観するとともに、われわれ自身の現在までの研究成果を要約して近世哲学を対象としたヘノロ
ジー概念を基礎付ける。第3回から第10回までは特に17世紀以降の近世哲学史における主要な哲学
者に関してこの概念の導入がもたらす知見はなにか、詳しく検討する。残りの講義では西洋哲学史
の全体を対象としたヘノロジー原論のための準備作業を行なう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート。独自の観点のあるものは高い評価を与える。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
近世哲学史に関する教科書的知識を前提とした講義であるので、西洋近世哲学史概説を履修してい
ることが望ましい。そうでない場合は適当な教科書を読んでおくこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  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  西洋近世哲学史から日本哲学史へーヘノロジーを手掛かりとしてー

 [授業の概要・目的]
日本哲学史と西洋近世哲学史とを一体的に捉え、西洋近世哲学史の日本における新しい展開として
日本哲学史を捉える観点を展開することが目的である。各哲学者の中心的概念の出典を明らかにす
るとともに、特にヘノロジーが西洋近世哲学史から日本哲学史に継承された事情を解明する。

 [到達目標]
西洋近世哲学史の研究が日本哲学史研究に対して持つ意義を理解すること。両分野を一体的なもの
として捉えることのもたらすメリットを積極的に捉え展開すること。この二点が目標である。  

 [授業計画と内容]
前期の講義の成果の上に、ヘノロジー概念から日本哲学史に照明を当てることで得られる成果を論
じる。具体的には、まず、第1回から第5回までに西田、田邊、高橋里美の著作において「場所」「
種の論理」「包越」という概念の相互関係を理解する作業を行なう。その上で第6回から第10回ま
ではヘノロジー概念を用いて西田・田邊の思索の特徴づけを行うとともに、高橋里美の位置を考察
する。また特に田邊哲学を中心としてそれぞれの哲学者における「弁証法」の役割を検討する。第
10回以後は日本哲学史と西洋哲学史との一体的理解がもたらす新しい視野へと話を進める。

 [履修要件]
西洋近世哲学史概説および前期の特殊講義を受講していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート。独自の観点を持つものには高い評価を与える。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
第１回に指示する文献を熟読すること。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 東北大学　文学部 准教授 城戸　淳

 

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  カントの超越論的弁証論

 [授業の概要・目的]
カントの『純粋理性批判』における超越論的弁証論について講義する。超越論的弁証論の生成と問
題構成をふまえて、超越論的弁証論で争われる個々の哲学的諸主題を検討したい。とりわけ、誤謬
推理論における自己認識の問題と、第三アンチノミーで問われる人間的自由については立ち入った
分析を試み、哲学的な問題考察へと踏みこむ。その他、時間の許すかぎりで、関連する諸問題につ
いても補論として触れる予定である。 

 [到達目標]
カントの超越論的弁証論の基本骨格を理解するとともに、自己認識と自由の問題について、カント
的な問題設定のうえで、みずから哲学的に思考できるようになる。 

 [授業計画と内容]
1. 超越論的弁証論とは何か――理性の深淵 
2.「取り違え」概念の展開──発展史の一断面 
3. 超越論的弁証論と理性──沈黙の十年間 
4. 理性批判と自己意識（１）――第一版の誤謬推理論 
5. 理性批判と自己意識（２）――演繹論の問題圏 
6. 理性批判と自己意識（３）――第二版の誤謬推理論 
7. 補論１　人格と時間──第三誤謬推理論 
8. 補論２　カントの Cogito ergo sum 解釈 
9. 人間的自由の宇宙論的本質（１）――第三アンチノミーの論証と解決 
10. 人間的自由の宇宙論的本質（２）――性格の選択 
11. 人間的自由の宇宙論的本質（３）――宇宙論的自由と実践的パースペクティヴ 
12. 補論３　時間と自我――超越論的感性論第７節 
13. 補論４　観念論論駁への途上で――第四誤謬推理をめぐって 
14. 総括的考察（１）――超越論的弁証論の位置と意義 
15. 総括的考察（２）――超越論的観念論へ 
（なお以上の計画は、進捗状況や受講生の関心に応じて変更する場合がある。）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートで評価する。

西洋哲学史(特殊講義）  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義）  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
城戸淳 『理性の深淵――カント超越論的弁証論の研究』（知泉書館）ISBN:9784862851819

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習としては『純粋理性批判』の超越論的弁証論の読解が求められる。また、参考書となる拙著『
理性の深淵』を読むと詳しく理解できる。 

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋古代の自然（ピュシス）観をたどる  

 [授業の概要・目的]
西洋古代の思想において自然（ピュシス）の概念は根本基礎概念ではあるが、時代と社会、著作や
文脈に応じて、その意味や用法は多様である。この授業では、担当者が関連するテキストを選択し、
その訳や説明、そしてその哲学的意義や問題などを報告し、それにもとづいて議論をおこない、こ
の概念の理解を深める。 

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

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　授業の進め方を説明し、担当者の分担を決める。 
第２回～第２９回　担当者の訳と報告にもとづいて、詳細な検討をおこなう。各授業で読む範囲は、
担当者と担当箇所によって大きく異なるが、担当者は3-4回連続して報告する。 
第３０回　これまでの検討を集約し、古代のピュシス概念について、理解を深める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（報告の担当と議論への参加の両方にもとづいて評価する）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代哲学の諸問題

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

 [到達目標]
従来の関連する研究を踏まえた上で哲学的に重要な問題を明晰に考察する能力と、平明で建設的に
討論する力を養う。

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『プロタゴラス』を読む (1)

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアを代表する哲学者プラトン (424/3-348/7 BC) の対話篇『プロタゴラス』の原典を精読
します。プラトンが比較的早い時期に書いたと推定されるこの対話篇では、徳を教えると標榜する
古代ギリシア最大のソフィスト（職業教師）プロタゴラスに対して、ソクラテスが議論で挑みます。
議論全体を貫くのは「徳は教えられるものなのか」「知恵・正義・勇気などの徳は同一のものなの
か」という問題ですが、この他にプロメテウスとエピメテウスによる人間と動物たちの創造神話や、
ギリシア七賢人のデルポイ神殿への格言の奉納などの、多彩で興味深いエピソードを含んでいます。
本授業では、比較的平易なギリシア語で書かれたこの対話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正
確に理解することを目指します。  

 [到達目標]
・古典ギリシア語で書かれた文献を正しく日本語訳できるようになること。 
・議論の構造を明晰に把握することによって、哲学的テクストの内容を深く理解できるようになる
こと。 
・古典ギリシア語文献を読むときに、注釈書・研究書を適切に利用できるようになること。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
　最初に『プロタゴラス』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参加
にあたって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。 

第２回～第１３回　プラトン『プロタゴラス』購読 
　『プロタゴラス』を最初から精読します。１回につきOCT〔教科書〕で３ページほど進みます。
各参加者は、指名された箇所（通常15行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行
いますが、初めて参加される方は各回の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員
で議論の構造を確認して内容的な理解を深めます。 

第１４回　まとめ 
　前期に読んだテクストの内容および授業期間中に提起された問題を振り返りながら、参加者全員
で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、この回も精読に当てるこ
とがあります。

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得していること。

西洋哲学史(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は平常点によって算出します。その内訳は、授業への積極的な参加が６０点、テクストの理解
度が４０点とします。

 [教科書]
J. Burnet 『Platonis Opera III (Oxford Classical Text)』（Oxford, 1903）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
Adam, J. and Adam, A. M. 『Plato: Protagoras』（Cambridge, 1893）
Taylor, C. C. W. 『Plato: Protagoras』（Oxford, 1976）
Denyer, N. 『Plato: Protagoras』（Cambridge, 2008）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
OCT３ページのギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかります。 
 

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『プロタゴラス』を読む (2)   

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアを代表する哲学者プラトン (424/3-348/7 BC) の対話篇『プロタゴラス』の原典を精読
します。プラトンが比較的早い時期に書いたと推定されるこの対話篇では、徳を教えると標榜する
古代ギリシア最大のソフィスト（職業教師）プロタゴラスに対して、ソクラテスが議論で挑みます。
議論全体を貫くのは「徳は教えられるものなのか」「知恵・正義・勇気などの徳は同一のものなの
か」という問題ですが、この他にプロメテウスとエピメテウスによる人間と動物たちの創造神話や、
ギリシア七賢人のデルポイ神殿への格言の奉納などの、多彩で興味深いエピソードを含んでいます。
本授業では、比較的平易なギリシア語で書かれたこの対話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正
確に理解することを目指します。  

 [到達目標]
・古典ギリシア語で書かれた文献を正しく日本語訳できるようになること。 
・議論の構造を明晰に把握することによって、哲学的テクストの内容を深く理解できるようになる
こと。 
・古典ギリシア語文献を読むときに、注釈書・研究書を適切に利用できるようになること。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
　最初に『プロタゴラス』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参加
にあたって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。 

第２回～第１３回　プラトン『プロタゴラス』購読 
　『プロタゴラス』の後半を精読します。１回につきOCT〔教科書〕で３ページほど進みます。各
参加者は、指名された箇所（通常15行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行い
ますが、初めて参加される方は各回の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員で
議論の構造を確認して内容的な理解を深めます。 

第１４回　まとめ 
　後期に読んだテクストの内容および授業期間中に提起された問題を振り返りながら、参加者全員
で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、この回も精読に当てるこ
とがあります。

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得していること。

西洋哲学史(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は平常点によって算出します。その内訳は、授業への積極的な参加が６０点、テクストの理解
度が４０点とします。

 [教科書]
J. Burnet 『Platonis Opera III (Oxford Classical Text)』（Oxford, 1903）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
Adam, J. and Adam, A. M. 『Plato: Protagoras』（Cambridge, 1893）
Taylor, C. C. W. 『Plato: Protagoras』（Oxford, 1976）
Denyer, N. 『Plato: Protagoras』（Cambridge, 2008）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
OCT３ページのギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかります。 
 

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世哲学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
中世哲学史を専攻している学生は必修とする。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 甲南大学　文学部 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  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  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 I   

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

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

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

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 甲南大学　文学部 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  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  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 II   

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

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

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

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  アウグスティヌスの　Enchiridion　を読む 

 [授業の概要・目的]
アウグスティヌスの Enchiridionの読解を通して、アウグスティヌスの神学思想の根本問題を理解す
る。

 [到達目標]
ラテン語で書かれたテキストを読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
アウグスティヌスのEnchiridion　のラテン語テキストを第二部（8章）から丁寧に読む。アウグステ
ィヌスの神学の比較的まとまった論考であるテキストを読むことで、アウグスティヌス神学の基本
的な考え方を考察する。本年度読む箇所は、人間の罪とその救済を論じている箇所である。

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  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  トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』を読む

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

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

 [授業計画と内容]
トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』のラテン語テキストを第五巻の注解の箇所から丁
寧に読む。１回につき１頁程度進む予定。正義とは何か、正義の種類に関するアリストテレスの議
論を、トマスがどのように解釈しているかを考察する。

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

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

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

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

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

西洋哲学史(演習) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  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  西洋中世写本を読む   

 [授業の概要・目的]
西洋中世の写本をデジタル画像を使って読む。 
  

 [到達目標]
西洋中世の写本を読むことに慣れる。  

 [授業計画と内容]
主に13世紀イングランドで書写された、未公刊の哲学的著作の写本を読む予定である。

 [履修要件]
ラテン語の初級文法は必須。これまでラテン語原典テキストを読んだことがない人は、授業に参加
しつづけることは難しいと思われる。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席して、実際に写本を読んだかどうかによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
A. Cappelli 『Dizionario di abbreviature latine ed italiane』（Hoepli）ISBN:8820345463（amazon.it で入
手可能）
ビショップ 『西洋写本学』（岩波書店）ISBN:9784000610650（購入の必要はないが、図書館で借り
て一読するとよい。）
R. Clemens 『Introduction to Manuscript Studies』（Cornell University Press）ISBN:9780801487088（カ
ラー写真が多く、写本の状態や制作過程がよく分かる。  ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめラテン語の知識があれば、予習は求めない。しかしもちろん、あらかじめ配られた写本
の画像を読んだり、参考書を読んで準備することは勧められる。  

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『純粋理性批判』演習

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。プロトコル作成・プロトコル報告・訳読のサイクルを２回済ませることが条件。

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

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
昨年度までに読んだ箇所を予め勉強しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 福谷　茂

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近世哲学史の諸問題

 [授業の概要・目的]
研究室在籍者が順番に研究発表をおこない、それに関して全員で討論を行なって論文作成ないし学
会発表のためのステップとする。また議論や質問の技術を身につける場ともしたい。西洋近世哲学
史専修の三、四回生は必修。

 [到達目標]
授業での討論能力を身につけることができ、さまざまな哲学的トピックに対する展望を得ることが
できる。

 [授業計画と内容]
研究発表に関し疑問点の明確化と改善の方向性を探るために徹底した討論を行なう。卒業論文作成
予定者は春の構想発表と秋の中間発表の2回担当しなければならない。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（少なくとも一回は発表することが条件）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
予稿がある場合には熟読しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

西洋哲学史(演習) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 浅沼　光樹

 

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   日本語 

題目  シェリング『超越論的観念論の体系』演習

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
訳読を担当した回数とその際の発表の内容によって、到達目標の達成度に基づいて評価する。

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

西洋哲学史(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

西洋哲学史(演習) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 浅沼　光樹

 

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   日本語 

題目  シェリング『超越論的観念論の体系』演習

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

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

 [授業計画と内容]
第1回イントロダクション : シェリング『超越論的観念論の体系』（以下『体系』と略）を取り上げ
る意図について説明する。使用すべき辞書、および基本的な概説書などを紹介し、授業の進め方と
準備・発表の方法を周知する。また出席者の担当部分を決定する。
第2回『体系』に至るシェリング哲学の発展についての解説 : 『体系』は、この著作に先行するシェ
リングの思想的発展の結果であり、その基礎的知識なしに理解できない。そのため『体系』の理解
に必要な限りにおいてシェリングの初期思想の発展について解説する。
第3回～第14回『体系』「第一章 超越論的観念論の原理について」「第二節 原理そのものの演繹」
の精読 : 「授業の概要・目的」で示した方式に従って、シェリング『体系』を精読し、内容につい
て討論する。テキストの内容と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予
定を示すことはできないが、おおむねPhB版の1ページ程度を読み進めることになる。
第15回まとめ : ここまでの精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
訳読を担当した回数とその際の発表の内容によって、到達目標の達成度に基づいて評価する。

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

西洋哲学史(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学と翻訳

 [授業の概要・目的]
　この講義では、日本哲学を翻訳と言葉の観点から検討する。それは、具体的には次の三つの方法
を通して行われる。１)田辺元独自の弁証法から、言語記号の作用がどのようなものであるかを明
らかにする。その際、ヘーゲルの弁証法における言語作用を参考にする。ここでは、田辺が提示し
た翻訳不可能性の問題について検討する。２)西田幾多郎の「私と汝」の間主体的な対話における
言葉の働きがどのようなものであるかを明らかにし、同一言語内の翻訳の問題について検討する。
３)中井正一の映画理論における技術の問題を取り上げ、技術も一種の翻訳として、つまりヤコブ
ソンの言うような異なる記号間の翻訳として捉える。

 [到達目標]
　講義の目標は次の通りである。翻訳は、単に起点言語から到達言語への言語転換として捉える考
え方から抜け出し、より哲学的な次元にあるのだということを理解する。また、翻訳と言葉の視点
から、難解で知られる西田哲学や田辺哲学を理解する(おそらく、翻訳と言葉が、難解な哲学によ
り接近しやすいアプローチを提供するはずだ)。中井正一の哲学は、まだほとんど研究されていな
いものであるが、この近現代の一つの日本哲学を発見する。

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

①ガイダンス：田辺元・西田幾多郎・中井正一の哲学の紹介【１回】 
②田辺元の弁証法から理解する言葉と翻訳不可能性の問題【５回】 
③西田幾多郎における「私と汝」という間主体性と対話・翻訳の問題【５回】 
④中井正一の映画理論から見る異なる記号間の翻訳の問題【３回】

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

日本哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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   日本語 

題目  京都学派の宗教哲学

 [授業の概要・目的]
京都学派の哲学の展開のなかで、「宗教哲学」がどのような仕方で、どのようなものとして形成さ
れてきたかということを明らかにするとともに、その「宗教哲学」の独自性を解明してみたい。

 [到達目標]
宗教哲学がどのような学であるかを理解する。また、宗教という事象の孕む内的衝迫と哲学的思惟
の結合を何らかの程度、感得できるようにする。

 [授業計画と内容]
およそ次のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼とす
るので、スケジュール通りにいかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）西田幾多郎の論理の追究、（３）西田幾多郎の宗教の思惟１、
（４）西田幾多郎の宗教の思惟２、（５）西田幾多郎の宗教の思惟３、（６）鈴木大拙の大地の思
想１、（７）鈴木大拙の大地の思想２、（８）西谷啓治の神秘主義研究、（９）西谷啓治のニヒリ
ズム研究、（10）西谷啓治の禅思想研究、（11）京都学派の宗教哲学１、（12）京都学派の宗教哲
学２、（13）京都学派の宗教哲学３、（14）宗教哲学の系譜のなかで、（15）まとめ
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学と女性哲学

 [授業の概要・目的]
　近代の日本哲学の哲学者たち、西田幾多郎、田辺元、九鬼周造等は、「実存」について、それぞ
れに思索を深めた。彼らは、実存の性差という問題は扱っていないが、彼らの思索に理論的に性差
を読み取ることは可能なのか。これが、この講義の最初の問いである。一方で、近代以降、哲学研
究のアカデミックな世界の中で、女性の存在の数は大変限られたものであるという現実がある。こ
の問題を検討するために、西田幾多郎の姪で、女性哲学者の高橋ふみを取り上げてみたい。そして、
性差の問題をフェミニズムの観点からのみ扱うのではなく、より根本的な人間存在の差異という問
題から掘り下げ、京都学派的な「自覚」と間主体性を手掛かりに、性差のある実存とは何であるか
を明らかにすることが、講義の目的である。その際、同時に、ハイデガー、レヴィナス、フランス
のフェミニスト哲学者、ボーヴォワール、イリガライなどを手掛かりとする。　

 [到達目標]
　日本哲学の中で検討されてきた、「自覚」や間主体性の理論に基づく実存の問題についての理解
を深めることが、目標である。そのために、講義では「差異」という観点を取り入れるが、いわゆ
るフェミニズムやジェンダーの次元をより根本的に存在の差異の次元にもってゆき、そこから実存
について考える。日本哲学と西欧の現代哲学を、実存やフェミニズムの視点から比較する方法を学
び、それを通して、今日も社会で問題となり続けている現実的な性差、ジェンダーの課題について
も、取り組む力を養う。

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

①ガイダンス―趣旨説明(日本哲学から女性哲学を形成する意図)【１回】
②近代に生まれた女性哲学者・高橋ふみについて【２回】
③ジェンダーと差異の「自覚」【４回】
④性差のある人間関係：関係性の哲学－西田・和辻・九鬼・イリガライ【４回】
⑤女性哲学者の不在－歴史的考察【３回】

 [履修要件]
特になし

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

日本哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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   日本語 

題目  宗教と非宗教の間

 [授業の概要・目的]
現代世界における宗教哲学の課題を宗教と非宗教との間で思惟することであると捉え、この課題が
どのように追究され得るかを考察する。

 [到達目標]
現代世界で宗教の問題が置かれている状況を理解し、生と死、価値と価値喪失、真理と仮象といっ
た自己と世界の根本問題について、自分の問い方を発見する。

 [授業計画と内容]
およそ以下のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼と
するので、スケジュール通りにゆかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）現代の宗教的状況１、（３）現代の宗教的状況２、（４）宗
教哲学の課題１、（５）宗教哲学の課題２、（６）これまでの宗教哲学の問題点、（７）京都学派
の宗教哲学、（８）宗教と非宗教の間１、（９）宗教と非宗教の間２、（10）論理の力と表象の力
１、（11）論理の力と表象の力２、（12）歴史と永遠１、（13）歴史と永遠２、（14）思惟の可能
性、（15）まとめ
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 浄土真宗本願寺派願泉寺 住職 小野　真龍

 

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   日本語 

題目  日本的な「聖なるもの」とは何か～日本宗教儀式音楽「雅楽」の場からのアプローチ 

 [授業の概要・目的]
西谷啓治は日本人のフォルクス・レリギオンを「清く明き心」（「神ながら」の心）と指摘し、こ
の神道的な心は「自分自身を深めるという形で仏教の精神を取り入れ」てきた、という（「日本文
化について」）。日本のフォルクス・レリギオンによる「生きた同化作用」は明治以後の西洋哲学
の受容の局面でも同様に働いていたことであろう。
聖徳太子による仏教の本格的導入以来、このような日本人の宗教的感性は1400年にわたって神道と
仏教の緊張と融合のはざまで練り上げられてきた。この間、神道・仏教のどちらの儀式の場にも共
通して用いられてきた、日本のフォルクス・レリギオンの式楽が「雅楽」である。雅楽の象徴的意
味やそれが奏された儀礼的な場の展開を探求することによって、そこに顕現している日本固有の「
聖なるもの」の諸相を確認することがこの授業の目的である。 

 [到達目標]
・日本の伝統的宗教儀式において音楽（とりわけ雅楽）が重要な役割を果たしてきた役割を理解し、
儀式の背後にある宗教思想を読み解くための基礎知識を提供する。 
・明治以降、西田らを中心に日本の哲学が形成されていくが、それ以前の日本固有の「聖なるもの」
が顕現する場がどのようなものであったか、ということについての知識を獲得する。 
・明治政府の神仏分離令によって、日本固有の「聖なるもの」のあり方に歪みが生じた。日本の哲
学がこういった事態を背景に生じてきたことを理解し、日本固有の「聖なるもの」を今後の日本の
哲学が思索していく視点を身につける。 

 [授業計画と内容]
基本的には以下のプランに従って講義を進める。 
１．基礎概念の検討：西洋的な「聖なるもの」概念の限界・「聖なるもの」と哲学 
２．古代神道の祭りと音楽：カミとの交流手段・鎮魂（たまふり）の技としての音楽 
３．仏教と音楽：大乗仏教における音楽の役割 
４．日本仏教と音楽：日本宗教の「聖なるもの」と音楽のあり方を決定づけた聖徳太子 
５．東大寺大仏開眼供養会（752年）のコスモロジー：神仏習合の端緒 
６．宮廷における「雅楽」の成立：御神楽の儀の成立による神仏隔離 
７．浄土信仰と「雅楽」：大乗仏教的雅楽の極致 
８．鎌倉期以降の雅楽伝承と「聖なるもの」の維持 
９．神仏分離の衝撃：国家神道による日本的「聖なるもの」と近代雅楽の歪みと回復nbsp

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講人数にもよるが、基本的に、毎回学生に授業の鍵概念について調べてきてもらってプレゼンを
してもらい、それを基調発言として授業を展開していく。 
議論も活発にかわしたいので、出席も含めた平常点評価が6割とする。 

日本哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)  (2)

加えて最終授業日に、授業のテーマに関連したレポートを提出してもらい、残り４割の評価にかえ
る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次の時間の鍵概念を指示するので、担当者は基本的なことを調べてもらいプレゼンテーションをし
てもらう。例えば、東大寺大仏開眼供養会について（どのような趣旨の出出来事だったので、どの
ような芸能が演じられたのか、それが日本的「聖なるもの」の観念にどのような影響を与えたのか）
など。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学　人間科学研究科 教授 檜垣　立哉

 

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  フランス哲学と日本哲学の交錯

 [授業の概要・目的]
　京都学派の流れのなかでフランス哲学との交錯はおおきいものの看過されがちな主題でもある。
しかし西田幾多郎におけるベルクソンとのかかわりやそれへの批判、（フランスというのには語弊
があるが広い意味での）ライプニッツ主義とのかかわり、九鬼周造とフランス思想との交錯、田邊
元における後期のマラルメやブランショの重視など、京都学派の流れのなかには相当にフランス思
想との交錯がみてとれる。それはむしろフランスポストモダンといわれる思想のなかへの「逆照射」
するような力をはらんでいる。一連の講義をとおして、フランス哲学と日本哲学との交錯とそれに
視点を定めることによってみいだしうる生産性についてのべてみたい。

 [到達目標]
　フランス哲学と日本哲学との交錯を通じて、日本哲学の多面的な位相を明確にし、あわせて日本
思想の拡がりを考察する端緒を掴むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
第一週～第五週　西田幾多郎とフランス哲学
第六週～第九週　九鬼周造とフランス哲学
第十週～第十二週　後期田邊の思想とフランス哲学
第十三週～第十五週　フランス哲学との交錯からみた日本思想の拡がり

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポ-ト
　日常の授業への関わり方（関心のある熱意、問題意識を感じさせる発言等）３０％、レポート７
０％。

 [教科書]
檜垣立哉 『日本哲学原論序説』（人文書院）ISBN:9784409041079（一応これの内容が中心になりま
す。）

 [参考書等]
  （参考書）
檜垣立哉 『西田幾多郎の生命哲学』（講談社）（現在電子出版としてありますが、古本など関心の
あるかたはどうぞ）
　講義に必要なテキストは、そのつどコピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各回において討議の時間を設けようとおもいます。そのための準備、あるいは前日の講義への質
問も受け付けます。各人で考えておいてください。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金3,4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  卒論演習

 [授業の概要・目的]
授業の目的は次の通りとする。①日本哲学の分野における論文の書き方(表現、論証、資料の調査
・活用など)を習得する。②研究報告を行い、口頭による発表・議論の仕方を習得する。③卒業論
文を作成する。

 [到達目標]
日本哲学に関する卒業論文、つまり学術論文を書くことが到達目標であるが、具体的には、特に次
のような点を習得する。
・日本哲学の一次文献を読みこなす。
・論文のテーマとなるような問題を設定する。
・学術的なスタイルで、論旨の明快な文章を書く。
・参考文献を適切に使用し、引用、その批評・解説が適切にできる。
・論理的で整合性のある論文の構成ができる。

 [授業計画と内容]
授業は、履修者の卒業研究発表とそれに関する議論をもとに進められる。最初はまず、学術論文の
書き方について教師の側から指導する。以降、履修者は前期に研究経過報告を、また後期には最終
的な報告を、それぞれ口頭で行う。

 [履修要件]
日本哲学史専修の４回生以上については、必修とする。

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

 [教科書]
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]
授業で学んだ論文の書き方に基づき、卒業論文執筆の準備、および執筆を行う。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3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  演習

使用
言語   日本語 

題目  田辺元を読む  

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

日本哲学史(演習)  (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（７）──

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

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

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、南原繁『自由と国家の理念』（著作集第三巻、岩波書店）に収録の諸論考を、担
当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
南原繁 『自由と国家の理念』（岩波書店）ISBN:4-00-092693-4
テキストは、使用部分について、コピーを用意する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

日本哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習) (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に各一回以上の発表担当
が課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アド
レスは、授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（８）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度後期は、無教会キリスト教の原点にもどって、内村鑑三の社会
論に関わる諸論考を読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・内村鑑三のキリスト教理解を通して、キリスト教と社会との関わりを、多様な問題に即して理解
することができるようになる。
・内村鑑三、矢内原忠雄、南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、内村鑑三『社会の変革』（内村鑑三選集６、岩波書店）に所収の諸論考を、担当者
の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
内村鑑三 『社会の変革』（岩波書店）ISBN:4-00-091585-1 
演習で扱う諸論考については、コピーを準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

日本哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習) (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定教授 総合生存学館 藤田　正勝

 

配当
学年  2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  演習

使用
言語   日本語 

題目  西田幾多郎の「宗教」をめぐる思索

 [授業の概要・目的]
　西田幾多郎は『善の研究』の「序」において、この書の第四編「宗教」について、「かねて哲学
の終結と考えている宗教について余の考えを述べたものである」と記しているが、西田は初期から
一貫して「宗教」の問題を哲学の要と位置づけていた。そして最後に発表した論文も「場所的論理
と宗教的世界観」と題したものであった。しかし西田の宗教をめぐる思索は時期とともに大きく変
化している。その跡を追い、西田が「宗教」のもとに何を理解していたか、それを彼の思想全体の
なかにどのように位置づけていたかを明らかにしたい。

 [到達目標]
・西田哲学をはじめとする日本哲学に関する基礎知識、および近年の新しい研究動向についての知
識を身につけ、日本哲学研究を行うための基礎力を養成する。
・「宗教」をめぐって書かれた西田幾多郎の論文を読み解き、西田哲学とは何か、またその宗教理
解の特徴はどこにあるのか、その意義は何か、等々の問題について考察を深め、自ら論理的に思索
する力、そして哲学上のさまざまな問題について考察するために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
　最初に西田幾多郎の生涯と思想について簡単に紹介する。
　そのあと、『善の研究』第四編「宗教」や最後の論文「場所的論理と宗教的世界観」など、「宗
教」の問題について論じた西田の主要な論考を読み進め、西田の宗教理解の特徴はどこにあるのか
を明らかにしたい。さらにそれを通して、西田哲学とは何か、日本の哲学の歴史のなかでそれはど
のような意味をもつのか、などについて考察を加えたい。

第１回：　イントロダクション
第２～１４回:　『善の研究』第四編「宗教」、「山本安之助君の「宗教と理性」と云う論文を読み
て所感を述ぶ」、「愚禿親鸞」、「場所的論理と宗教的世界観」などを順次、精読する。各回、担
当者の報告をもとに、全員で議論を行うことによって、理解を深めたい。
第１５回:　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各回の演習時における発表や討議、出席状況、レポートにより評価する。評価に際しては４分の３
以上の出席を前提とする。その上で発表・討議とレポートをそれぞれ半々に評価する。

 [教科書]
『善の研究』は岩波文庫版、あるいは『西田幾多郎全集』（旧版、新版とも第１巻）、「山本安之
助君の「宗教と理性」と云う論文を読みて所感を述ぶ」は旧版全集第１３巻、新版全集第１１巻、
「愚禿親鸞」は『西田幾多郎随筆集』『思索と体験』（ともに岩波文庫）または全集（旧版、新版
とも第１巻）、「場所的論理と宗教的世界観」は『西田幾多郎哲学論集III』（岩波文庫）あるいは

日本哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習) (2)

旧版全集第１１巻、新版全集第１０巻に収録のものを使用する。いずれの版を用いてもよい。出席
者は自分でテキストを用意すること。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
拙著『西田幾多郎――生きることと哲学』（岩波新書）を予め読んでおいてください。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 竹花　洋佑

 

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 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  歴史をめぐる京都学派の思想－三木清の『歴史哲学』を中心に－

 [授業の概要・目的]
「歴史とは何か」という問題を、三木清（1897-1945年）の『歴史哲学』（1932年）を読み解くこ
とを通して考察してくことが、授業の目的である。一般的に、歴史とは実際に過去に起こった出来
事を指すと見なされている。しかし、歴史は、語られ、書かれなければ、歴史とはならない。出来
事がなければ歴史は書かれることはないが、書かれることを通して歴史は歴史として存在する。三
木は、歴史のこのような二つの側面の前者を「存在としての歴史」、後者の記述された歴史を「ロ
ゴスとしての歴史」と名付け、これらとは別に「事実としての歴史」が両者の根源にあると考えた。
果たして本当に、「事実としての歴史」という第三の歴史を想定することは可能なのか。この問い
を、京都学派の他の歴史哲学や、現在の歴史の物語論との関係で、共に考えていくことにしたい。

 [到達目標]
・哲学のテキストを正確に読む力を身につける。
・哲学のテキストを正確に読むことを通して、問いを発見し、的確に思考する力を養う。
・これらを基礎にして、他の授業参加者とディスカッションする力を養う。
・三木および授業で扱った他のテキストに登場する哲学の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
毎回、指定された購読箇所を受講者の一人ないしは二人に発表してもらい、それに基づいてディス
カッションを行なっていく。

授業計画は以下の通りである。

第1回　イントロダクション
第2～9回（全8回）　三木清『歴史哲学』
第10～14回（全5回）　西田幾多郎「歴史」、田辺元「歴史的現実」、高坂正顕『歴史的世界』、
など
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（出席、発表、発言等の授業への積極的参加）とレポートにより評価する。評価の内訳は、
平常点：40%、レポート：60%とする。

日本哲学史(基礎演習）(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(基礎演習）(2)

 [教科書]
三木清 『歴史哲学』（岩波書店）（『三木清全集』第6巻所収）
上記の論文のコピーを配付する。他のテキストについてもその都度授業中にコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：次回の購読箇所を必ず読み、興味深いと考えた点、疑問点を整理しておくこと。
復習：授業の中で紹介された文献を読んでおくこと。
　

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 日髙　明

 

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 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  『善の研究』講読 

 [授業の概要・目的]
「明治以後に邦人のものした最初の、また唯一の哲学書」（高橋里美）と評された西田幾多郎の『
善の研究』は、幅広い読者を得て、大正期以降の日本の思想に強い影響を残した。本基礎演習では、
この『善の研究』の購読を行う。
『善の研究』本文の精読するために、受講者には、文章を解釈するにあたってたすけとなる基礎的
な知識や関連事項についての手短な発表を課し、この発表を踏まえてディスカッションを行う。こ
れらの作業をとおして「いかに読むか」を学ぶ。また、『善の研究』成立の背景や日本思想・哲学
史上に及ぼした影響にも目を向け、「いかに書かれたか」「いかに読まれてきたか」を考察するこ
とで、多角的にテキストを読解することを目指す。
発表やディスカッションを通して、たんなる情報のインプットに終わらない「読む」経験を、みな
で積んでいきたい。

 [到達目標]
テキストを読み進めていくうえでの疑問を、適切な問題として設定することができるようになる。
読解のために必要な文献を調べ、内容をまとめ、自分の意見を表明することができるようになる。
ディスカッションでの論点を把握し、ひとつの結論に導くことができるようになる。

 [授業計画と内容]
『善の研究』全四編のうち、とくに第一編「純粋経験」と第二編「実在」を中心に読み進める。

第一回： オリエンテーション
第二回：『善の研究』の成立と構成
第三回から第六回： 第一編「純粋経験」
第七回から第十一回： 第二編「実在」
第十二回から第十四回： 第三編「善」および第四編「宗教」
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　約60％
学期末レポート　約40％

日本哲学史(基礎演習）(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(基礎演習）(2)

 [教科書]
西田幾多郎 『善の研究』（岩波文庫）ISBN:978-4-00-331241-4（極力、岩波文庫の最新版（藤田正
勝注解）を用意すること。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の購読箇所を事前に読み、疑問や、他の人の意見を聞きたい箇所などを挙げておく。

（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>

倫理学(特殊講義) 
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水谷　雅彦

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  会話と社交の倫理学

 [授業の概要・目的]
会話と社交の倫理学
コミュニケーションの哲学的探求を踏まえて、会話と社交に根ざした倫理学の構築を考える。

 [到達目標]
コミュニケーションに関する哲学的基礎理論に習熟するとともに、その倫理学的含意について理解
を深める。 

 [授業計画と内容]
第一回　イントロダクション 
第二回～第三回　コミュニケーションとは何か。哲学的考察。 
第四回～第八回　会話の理論と社交の理論 
第九回～第十一回　会話の倫理学 
第十二回～第十四回　社交の倫理学とその規範倫理学的課題 
第十五回　まとめ 

以上はあくまで予定であり、詳細な授業計画などは初回講義で述べる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末レポート。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



哲学基礎文化学系78

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義) 
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  規範倫理学1  

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は現代倫理学の基礎的な知識を提示することにある。特に本年は、ダーウィン以降の
進化論が倫理学とどのような関係をもつかについて、主要な倫理理論である功利主義を中心に思想
史的に考察することにより、科学と倫理学の関係について考える。

 [到達目標]
・進化論の要点および現代倫理学の基本をなす功利主義の立場の要点を理解し、この思想と進化論
との関係について考察することができるようになる。
・進化論と倫理学の関係を考察することを通じて、広く科学と倫理学の関係についての理解を深め
る。

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

1、本講義の視座と問題意識【2週】 
前年度の講義の概要を説明することを通じて、進化論と倫理学に関してどのような問題が提起され
ているかを解説する。

2、スペンサー、シジウィック、ムア 【6週】 
19世紀後半以降の広義の功利主義者たちが進化論をどのように評価し、自らの規範理論に組み入れ
ていたか(または、組み入れていなかったか)を検討する。

3、現代の進化論と倫理学 【6週】 
ダーウィン以降の進化論の展開を概説する。とくに包括的適応度や互恵的利他性といった倫理に関
連する知見を中心に扱う。また、A.O.ウィルソンの社会生物学の提案に対するシンガーの
Expanding Circleにおける議論を検討する。 

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

倫理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)  (2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
内井惣七 『進化論と倫理』（世界思想社）ISBN:4790706060
ジェームズレイチェルズ 『ダーウィンと道徳的個体主義』（晃洋書房）ISBN:4771020949
ピーター・J. ボウラー 『進化思想の歴史〈下〉』（朝日新聞社）ISBN:4022594365（原著の英語版
は版を重ねているので、そちらを入手してもよい）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



哲学基礎文化学系79

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義) 
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  規範倫理学2

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

 [到達目標]
・進化論の要点および現代倫理学の基本をなす功利主義の立場の要点を理解し、この思想と進化論
との関係について考察することができるようになる。 
・進化論と倫理学の関係を考察することを通じて、広く科学と倫理学の関係についての理解を深め
る。

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

1、現代の進化論と倫理学1 【4週】
人間は利己的か利他的か、生まれか育ちか、といった問いに関するドーキンスやピンカーらの進化
論を基にした議論の検討を通じて、倫理学への含意を考える。

2、現代の進化論と倫理学2 【4週】
進化論は規範理論としての功利主義にとって有利なのかについて考えるために、シンガーやジョシ
ュア・グリーンその他の現代の思想家の議論を検討する。

3、現代の進化論と倫理学3  【3週】
進化論は我々の倫理に対する信念を損なうのではないかというメタ倫理学的な問題について検討す
る。

4、今後の展望  【3週】
人間は進化について適切に理解するようになったとともに、ゲノム解析やゲノム編集(遺伝子組換
え)といった技術を通じて遺伝子を操れるようになったことで進化の方向を操れるようになった。
こうした技術に対して我々がどういう態度を取るべきかについて議論する。

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
前期の規範倫理学Iを受講していることが望ましい。

倫理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)  (2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
内井惣七 『進化論と倫理』（世界思想社）ISBN:4790706060
ジェームズレイチェルズ 『ダーウィンと道徳的個体主義』（晃洋書房）ISBN:4771020949
スティーブン・ピンカー 『人間の本性を考える』（NHKブックス）ISBN:4140910100（上下巻あり）

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

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

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

倫理学(特殊講義) 
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

国立国際医療研究センター
上級研究員　　　　　　　 山本　圭一郎

未更新

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  倫理学・政治哲学の方法と戦争倫理学

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

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

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

 [履修要件]
特になし

倫理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内での発言（10点）、討論への積極的な参加（計2回、各30点）、レポート課題（30点）によ
り評価する。 
レポートおよび討論への参加については到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

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

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

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

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  倫理学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と討論への参加によって評価する。但し報告しなかった３回生については平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前配布レジュメを熟読のこと。

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

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  応用倫理学演習

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

 [到達目標]
応用倫理学に関するプレゼンテーション、および論文執筆の能力を身につける。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告の評価と出席などの平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [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>

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   英語 

題目  生命倫理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
本演習では生命倫理学の諸問題について、英語で議論することを通じて検討する。生命倫理学は生
命科学や保健医療に伴う倫理的問題を扱う学問である。臓器移植や生殖医療といった事柄について
日本あるいは他国でどのような議論や法規制がなされているかを学ぶことにより、今後どのような
社会的議論や政策が必要となるかについて考える能力を身に付ける。また、倫理学的なテーマに関
して英語で議論する能力を身に付ける。

 [到達目標]
・生命倫理学に関する主なテーマ、およびそのテーマに関する主要な論点に関して、基本的な知識
を身に付ける。
・倫理学的なテーマに関して英語で議論する能力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
本演習では基本的に反転授業を行なう。受講生は予め1時間程度のビデオ教材を見て予習をしたう
えで、授業中での議論に参加することが求められる。

第一回 イントロダクション

第二回から第十一回
テーマ1. The Ethics of Assisted Reproductive Technology
テーマ2. The ethics of truth-telling
テーマ3. Is abortion “murder”?
テーマ4. What’s wrong with enhancement?
テーマ5. Is Euthanasia Wrong?
テーマ6. Living-Donor Organ Transplantation
テーマ7. Cloning Technology
テーマ8. ES Cells and iPS Cells
テーマ9. Lifespan and Eternal Life
テーマ10. Brain Death and Organ Transplants

第十二回から第十四回については、受講生の関心に合わせたトピックを選んで議論を行う。

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

倫理学(演習) (2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価(70%)とビデオ教材に付随する小テスト(30%)によって行う。平常点評価は、毎回の出席
と積極的な発言を含む。

 [教科書]
児玉聡・なつたか 『マンガで学ぶ生命倫理』（化学同人）ISBN:4759815422

 [参考書等]
  （参考書）
赤林朗 『入門・医療倫理I』（勁草書房）ISBN:4326102608
トニー・ホープ 『医療倫理 (〈1冊でわかる〉シリーズ)』（岩波書店）ISBN:4000268910

 [授業外学習（予習・復習）等]
本演習では基本的に反転授業を行なう。受講生は予め1時間程度のビデオ教材を見て予習をしたう
えで、授業中での議論に参加することが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
英語で話すのが苦手な学生も、当面は英語と日本語を混じえて話してもかまわないので、 受講を歓
迎する。

※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>

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  進化論と倫理

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

 [到達目標]
・ダーウィン以降の進化論の流れを一通り正確に理解し、それがわれわれの倫理および倫理学理論
に対してどのような含意を持つかを理解する。
・英語の正確な読解能力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
指定したテキストを講読する(最初から)。 

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

第2回～第13回　The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral ProgressおよびThe Maternal Factor: 
Two Paths to Moralityの精読 
「授業の概要と内容」で示した方式によって、指定したテキストの一部分を精読し、内容について
討論する。記事の内容と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示
すことはできないが、おおむね一章につき3～4回で読み進めることになる。 

第14回　まとめ 
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。切りのよいところまで読了
できなかった場合、この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
Peter Singer 『The Expanding Circle』（Princeton）ISBN:0691150699
Nel Noddings 『The Maternal Factor: Two Paths to Morality』（University of California Press）ISBN:
0520265505

倫理学(演習) (2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習) (2)

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

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

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

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

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  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  カント『実践理性批判』の研究  

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

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

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

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

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  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  カント『実践理性批判』の研究  

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

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

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

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

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐藤　義之

 

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4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　E. レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響
を残した。レヴィナスの著作を仏語原文で読み、彼の思想を理解する。

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

 [授業計画と内容]
　レヴィナスの最初の主著（『全体性と無限』）から第二の主著（『存在するとは別の仕方で、あ
るいは存在することの彼方に』）への移行期の論文（「謎と現象」(Énigme et phénomène)を読み、
第二の主著の思想の萌芽と、そこに至る彼の思想の転換を眺めてみたい。
初回はガイダンスにあてる。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記著作をプリントにして配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　当日授業で扱う箇所の予習は不可欠である。

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

倫理学(演習) 
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐藤　義之

 

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  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　E. レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響
を残した。レヴィナスの著作を仏語原文で読み、彼の思想を理解する。
　なお、本年度前期（人間実践論演習I）に続けて上述の同一テキストを読むが、後期からの参加
者も授業についてこられるように、改めて詳しい解説を加えつつ進んでゆく。

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

 [授業計画と内容]
　レヴィナスの最初の主著（『全体性と無限』）から第二の主著（『存在するとは別の仕方で、あ
るいは存在することの彼方に』）への移行期の論文（「謎と現象」(Énigme et phénomène)を読み、
第二の主著の思想の萌芽と、そこに至る彼の思想の転換を眺めてみたい。前期授業のつづきの箇所
から読み進める。
　初回はガイダンスにあてる。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記著作をプリントにして配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　当日授業で扱う箇所の予習は不可欠である。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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   日本語 

題目  京都学派の宗教哲学

 [授業の概要・目的]
京都学派の哲学の展開のなかで、「宗教哲学」がどのような仕方で、どのようなものとして形成さ
れてきたかということを明らかにするとともに、その「宗教哲学」の独自性を解明してみたい。

 [到達目標]
宗教哲学がどのような学であるかを理解する。また、宗教という事象の孕む内的衝迫と哲学的思惟
の結合を何らかの程度、感得できるようにする。

 [授業計画と内容]
およそ次のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼とす
るので、スケジュール通りにいかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）西田幾多郎の論理の追究、（３）西田幾多郎の宗教の思惟１、
（４）西田幾多郎の宗教の思惟２、（５）西田幾多郎の宗教の思惟３、（６）鈴木大拙の大地の思
想１、（７）鈴木大拙の大地の思想２、（８）西谷啓治の神秘主義研究、（９）西谷啓治のニヒリ
ズム研究、（10）西谷啓治の禅思想研究、（11）京都学派の宗教哲学１、（12）京都学派の宗教哲
学２、（13）京都学派の宗教哲学３、（14）宗教哲学の系譜のなかで、（15）まとめ
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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   日本語 

題目  宗教と非宗教の間

 [授業の概要・目的]
現代世界における宗教哲学の課題を宗教と非宗教との間で思惟することであると捉え、この課題が
どのように追究され得るかを考察する。

 [到達目標]
現代世界で宗教の問題が置かれている状況を理解し、生と死、価値と価値喪失、真理と仮象といっ
た自己と世界の根本問題について、自分の問い方を発見する。

 [授業計画と内容]
およそ以下のようなスケジュールで進める予定であるが、研究のなまの成果を伝えることを主眼と
するので、スケジュール通りにゆかないこともありうる。
（１）授業のテーマについて、（２）現代の宗教的状況１、（３）現代の宗教的状況２、（４）宗
教哲学の課題１、（５）宗教哲学の課題２、（６）これまでの宗教哲学の問題点、（７）京都学派
の宗教哲学、（８）宗教と非宗教の間１、（９）宗教と非宗教の間２、（10）論理の力と表象の力
１、（11）論理の力と表象の力２、（12）歴史と永遠１、（13）歴史と永遠２、（14）思惟の可能
性、（15）まとめ
なお、フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートにより評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業後、自分の研究テーマに沿った観点から、授業の内容について考えること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  キリスト教思想研究入門Ａ

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

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

 [授業計画と内容]
本年度前期のテーマは、「新約聖書からキリスト教古代へ」である。初回のオリエンテーションに
続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．新約聖書と新約聖書学
２．イエスと「神の国」運動
３．病の癒やし・譬え・共同生活
４．イエスの宗教運動から初期キリスト教へ
５．初期キリスト教の多様性とパウロ
６．パウロの異邦人伝道
７．パウロ以降のキリスト教
８．ユダヤ教とローマ帝国
９．古代キリスト教１：ヘレニズム・ローマ世界、使徒教父
10．古代キリスト教２：キリスト教迫害と弁証家たち
11．古代キリスト教３：アレキサンドリア学派とオリゲネス
12．古代キリスト教４：公認・国教会と正統教会
13．古代キリスト教５：アウグスティヌス
14．古代キリスト教６：ゲルマン民族移動から中世へ
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

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

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

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「中世キリスト教から宗教改革へ」である。初回のオリ
エンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目
が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．中世キリスト教世界のダイナミズム
２．西欧キリスト教世界の形成
３．キリスト教修道制１
４．キリスト教修道制２
５．教皇と皇帝
６．イスラームと12世紀ルネサンス
７．スコラ的文化総合と大学の時代
８．自然神学の諸問題
９．フィオーレのヨアキム
10．民衆・市民の新しい宗教性
11．宗教改革の意義
12．宗教改革の多様性
13．寛容のネットワーク
14．宗教戦争の帰結
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  問いとしての「死（者）」―現代思想における系譜と争点

 [授業の概要・目的]
「Memento mori(死を想え）」という言葉をもちだすまでもなく、死の問いは、古来哲学と宗教の双
方にとっての根本問題であり、哲学的思索と宗教的信仰の真摯さを測る試金石でありつづけてきた。
だが、20世紀以降のいわゆる現代思想においては、死の問いが従来の哲学や宗教の枠組を突き破る
ような剥き出しの形で浮上する一方で、この問い自体の輪郭が溶解し、問いの手がかり自体がつか
みにくくなってきている。また、それと共に、「死者」の側からこの問いに接近しようとする思索
が、魂の不滅や他界という伝統的なモチーフとの複雑な切れ結びの中で、あらためて試みられてき
ている。
　本講義では、そうした取り組みの思想史的系譜を幾人かの思想家を取り上げつつ紹介し、そこに
今日の宗教哲学にとっての争点を探っていくことを目指す。　

 [到達目標]
１．死(者）の問いとその現代的様態を代表的な思想家たちの仕事から学び、それを通して、現代
の宗教哲学的思索の課題についての生きた理解を得る。
２．１を通して、個々の思想家についての哲学史的研究と宗教哲学的な思索を連関づける仕方を学
び、それを自らの学習や研究に役立てられるようになる。

 [授業計画と内容]
1. 死(者)の問いの在処：問題の提示と説明【2回】
2．「私の死」と哲学の問い（ハイデガー）【2回】
3．死の問いと「静的宗教」（ベルクソン）【2回】
4.「汝の死」からとらえ返される実存（マルセル、フロイト）【2回】
5．「不-可能な死」と哲学の臨界（ブランショ、デリダ、アガンベン）【3回】
6．「死者」という問題系（レヴィナス、ジャンケレヴィッチ）【3回】
7.　総括　【1回】

＊取り上げる思想家の顔ぶれは、若干変更する可能性がある。
＊最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者への
フィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺哲学研究 

 [授業の概要・目的]
　田辺元の哲学的思索は、その異様なまでの凝縮度と彼固有の論理への偏愛によって異彩を放って
いる。田辺は西洋哲学の最前線の動向、諸学問の最新の成果を飽くことなく摂取し、歴史的現実に
もそのつど敏感に反応しつつ、それら全てに自前の思索によって緊密な総合を与えるべく、生涯血
の滲むような努力を続けた。彼の濃密にすぎる文章はそのようにして生み出されたものである。こ
の凝縮体を丁寧に解きほぐし、そこに封じ込められたさまざまな展開可能性を切り出すことによっ
て、今日のわれわれがリアルな接触をもちうるような形で語り直すこと。それが本講義の狙いとす
るところである。本年度は、「種の論理」が1930年代終盤に「国家存在論」へと傾斜する過程を詳
しく考察した上で、その挫折を通して「懺悔道としての哲学」として再生していく道程を辿ってい
く。

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

 [授業計画と内容]
　まず最初に、田辺哲学研究の歴史と現状を紹介し、本講義のアプローチの特色と狙いを説明する
（1回）。また、今学期に扱うのは主に1940年代の田辺であるが、この時期の思索の田辺哲学全体
における位置づけを示すために、田辺哲学の通時的展開を概観しておく(1回)。
　その上で、種の論理の国家存在論への傾斜(4回)、その行き詰まりと懺悔道的転回(3-4回)、「懺悔
道としての哲学」の特性と射程(4-5回）に分けて、それぞれの時期の思索の特徴と哲学的意義を、
以下のような種々の切り口から浮き彫りにしていく。

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

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

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　初回の授業で、今学期に扱う田辺の主要テクストと参考文献を指示するので、自分の関心を引く
ものに目を通し、自分なりの問いを携えて授業に臨んでほしい。各回の授業の後は、その際に扱っ
た内容を自分の言葉でまとめ直し、必要に応じて参考文献も参照しつつ、自分の思索との接点を組
織的に探っていってほしい。

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

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

宗教学(特殊講義)
Philosophy of Religion (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 市川　裕

 

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  聖書解釈から考えるユダヤ思想入門

 [授業の概要・目的]
　ユダヤ教は聖書に立脚した宗教であるが、キリスト教と聖書を共有するとはいえ、それ独自の思
想体系と行為様式を備えた宗教として今日に至っている。これは基本的に聖書に対する取り組み方
がキリスト教と異なっていることを意味している。本講義では、ユダヤ教が２０００年以上にわた
ってヘブライ語聖書に与えてきた解釈の営みを通してユダヤ思想の特徴を捉えることを目的とする。
ユダヤ思想の中でラビたちの営みに焦点を当て、啓示法の宗教に至る歴史を概観したのち、主とし
てタルムードのテキストを対象に、聖書解釈の具体的事例を分析し、ユダヤ思想に対する理解を深
めていきたい。

 [到達目標]
　ユダヤ教の思想は、律法の実践と不可分の関係にあるので、思想を扱う際も、ユダヤ教の儀礼、
祭日、礼拝、聖書学習など、日常生活における律法の具体的実践とのかかわりを重視し、テキスト
と実践の関係に注意を向けて考えることの意義を理解してもらいたい。
　具体的に扱う内容は以下の通り（順不同）。
１．ユダヤ教の啓示理解。２．選びの思想と契約。３．日常的儀礼としての礼拝・安息日の労働禁
止・安息日の聖書朗読。４．ユダヤ教の賢者の系譜と彼らの残したテキスト。５．タルムードの１
頁に習熟する。６．タルムードの議論の傾向。７．近代東欧のタルムード学とレヴィナスのタルム
ード講義

 [授業計画と内容]
　集中講義の利点を生かして、１日単位で講義の内容をまとめるよう工夫してみたい。
第１日　中世ラビ・ユダヤ教の啓示法の成立までを通史として理解する。
第２日　ユダヤ教の慣習と儀礼について、礼拝・安息日・聖書朗読に関連するテーマを考察する。
第３日　東欧近代のタルムード学の思想的理解に基づいて、モーセ五書解釈の特徴を概説する。
第４日　レヴィナスがタルムード講話で扱った箇所を中心に、タルムード原典を参照しつつ、ラビ
の議論への理解を深める。
第５日　やり残したテーマを扱う。レポートを課するので、受講者は各自のレポートのテーマにつ
いてこの段階でわかる範囲で考えを聞かせてもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　限られた時間で評価するため、レポートによる評価を行うが、授業内容に記した通り、集中講義
最終日に、時間を取って、受講者の書きたいテーマについて各自の考えを聞きたい。また、講義中
にリアクションペーパーを１，２度提出する機会を作る予定。
レポートの評価に当たっては以下の点を考慮する。
１．ユダヤ教ではよい質問をすることが推奨される。
２．ラビの議論が連想的に拡散する傾向をもつ。
３．思いもよらない発想が出てくる可能性がある。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

私が講義で扱ったことをレポートで祖述することはそれほど求められていない。きちんと理解する
ことは大切だか、そこからどういう方向に進むかは、各自の発想や意欲にかかっているので、そこ
に私の関心があります。

 [教科書]
　プリントを配布します。私の書いたものでも、歴史に関するものなどは、読んでもらえばよいの
で、講義では、特にタルムードのテキストなど、具体的に扱うことに時間を割いて、できるだけテ
キストに習熟する機会を提供したく思っています。また、参考文献などは、授業中に指示します。

 [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]
ユダヤ教について、おおよその歴史、特に地域的広がりを理解して講義に臨んでもらえるとありが
たい。

（その他（オフィスアワー等））
　すぐにこたえられる質問は、集中講義期間中に済ませます。それ以外は、メールによるやり取り
になるでしょう。

※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>

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲル『精神現象学』を読む（３）

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

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

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

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。既修していない者は、文法の教科書を第２回までに読了
しておくこと。
なお、昨年度の続きのテキストであるが、新たに履修する受講者に支障がないように配慮する。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 氣多　雅子

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲル『精神現象学』を読む（４）

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

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

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

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。既修していない者は、文法の教科書を第２回までに読了
しておくこと。
なお、前期の続きのテキストであるが、新たに履修する受講者に支障がないように配慮する。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目   ジャンケレヴィッチ『死』 を読む (1)

 [授業の概要・目的]
ここ10年来、哲学や宗教が長らく根本問題の一つとしてきた死や死者という問題が、たとえば「死
生学」といった新たな意匠の下で盛んにとりあげられてきたが、その際「一人称の死」「二人称の
死」「三人称の死」という区分法が自明の事のように用いられてきた。それを最初に提示したのが、
ジャンケレヴィッチの大著『死』(1966)である。死の三区分が便利な符牒として独り歩きする一方
で、独自の用語を駆使し濃密な文章で展開されるこの著の叙述自体は、ほとんどまともに理解され
ていないとい言っても過言ではない。
今期の授業では、この著の序文「死の神秘と死の現象」を通読し、ジャンケレヴィッチの独特の形
而上学的思索が死の問いへと迫る仕方を精密に理解することを目指す。

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

 [授業計画と内容]
第1回　導入
　　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。
第2回‐14回
　　ジャンケレヴィッチ『死』の序文「死の神秘と死の現象」を、１回当たり2，3頁のペースで読
み進めていく。
第15回
　　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

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

宗教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)  (2)

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

 [教科書]
Vladimir Jankelevitch 『La mort』（Flammarion）ISBN:2081218747（授業中にテクストのコピーを配
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]
授業前にはテクストを時間をかけて精読し、語学的・内容的な検討を済ませておくことが求められ
る。また、自らの問題関心との連関で、深く掘り下げてみたい事柄について、問いを用意してくる
ことが望ましい。
授業後には、自らの理解の不正確であった箇所を修正するとともに、既読部の内容を自分の言葉で
まとめ直したり、関連文献を読み進めたりすることを通して、自らの学習に結びつけていってほし
い。

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

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  ジャンケレヴィッチ『死』 を読む (2)

 [授業の概要・目的]
ここ10年来、哲学や宗教が長らく根本問題の一つとしてきた死や死者という問題が、たとえば「死
生学」といった新たな意匠の下で盛んにとりあげられてきたが、その際「一人称の死」「二人称の
死」「三人称の死」という区分法が自明の事のように用いられてきた。それを最初に提示したのが、
ジャンケレヴィッチの大著『死』(1966)である。死の三区分が便利な符牒として独り歩きする一方
で、独自の用語を駆使し濃密な文章で展開されるこの著の叙述自体は、ほとんどまともに理解され
ていないとい言っても過言ではない。 
今期の授業では、この著の第一部「死のこちら側の死」から重要箇所を抜粋して読み、ジャンケレ
ヴィッチの独特の形而上学的思索が死の問いへと迫る仕方を精密に理解することを目指す。  

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

 [授業計画と内容]
第1回　導入 
　　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第2回‐14回 
　　ジャンケレヴィッチ『死』の第一部「死のこちら側の死」の抜粋箇所を、１回当たり2，3頁の
ペースで読み進めていく。 
第15回 
　　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。  

　

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

宗教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)  (2)

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

 [教科書]
Vladimir Jankelevitch  『La mort』（Flammarion）ISBN:2081218747（テクストのコピーは授業中に配
布する。）
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
   

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

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

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  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  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

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

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

 [授業計画と内容]
　原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにす
る。なお本演習の進度は、その年度の受講者各位の哲学文献読解力の如何によらざるをえない為、
各回に読む箇所については、初回のガイダンスの際に委細指示することにする。

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）

宗教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)  (2)

エドムント・フッサール  『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳）

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

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

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

宗教学(演習) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  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  フッサール『論理学研究』第六研究を読む

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

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

 [授業計画と内容]
　原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにす
る。なお本演習の進度は、その年度の受講者各位の哲学文献読解力の如何によらざるをえない為、
各回に読む箇所については、初回のガイダンスの際に委細指示することにする。

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Logical Investigations Vol.2』（Routledge）ISBN:10-0415241901（tr. by Dermot 
Moran）

宗教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)  (2)

エドムント・フッサール  『論理学研究４』（みすず書房）ISBN:4-622-01926-4（立松弘孝訳）

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

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

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

宗教学（基礎演習） 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 杉村　靖彦
教授 文学研究科 氣多　雅子

 

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  金4,5

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学基礎演習

 [授業の概要・目的]
宗教哲学の基本文献を教師とチューター役の大学院生の解説を手がかりに読み進めていくことで、
より専門的な研究への橋渡しになるような知識と思考法の獲得を目指す。また、4回生以上の宗教
学専修在籍者にとっては、卒論の中間発表の場ともなる。
宗教学専修の学部生を主たる対象とするが、哲学と宗教が触れ合う問題領域に関心をもつ2回生、
および他専修学生の参加も歓迎する。 

 [到達目標]
宗教哲学の基本文献に馴染み、そこで問われてきた諸問題を自らの関心と結びつけて取り扱えるよ
うになる。とくに宗教学専修の学部生については、この作業を通して、卒業論文の作成に向けての
準備態勢が整えられるようになる。
 

 [授業計画と内容]
　宗教哲学の基本文献といえる著作や論文を選んで各回の授業に割り振り、事前に出席者に読んで
きてもらう。そして、毎回教師とチューター役の大学院生の解説をもとに、質疑応答と議論を行っ
ていく。また、卒論向けの発表の際には、論述の仕方や文献の扱い方なども指導し、論文の書き方
を学ぶための機会とする。 
　隔週15回の授業計画の目安は以下の通りである。 

第１回　      オリエンテーション 
第２回-７回　 宗教哲学の基本文献の読解・解説・考察 
第８回　　　　卒業論文の中間発表 
第９回-14回   宗教哲学の基本文献の読解・解説・考察 
第15回　　　　総括
＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表・討論への参加等）(30点）と年度末のレポート(70点)による。
レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
 

宗教学（基礎演習）  (2)へ続く↓↓↓



宗教学（基礎演習）  (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]
この授業は受講者があらかじめ指定の文献を熟読してくることを前提とするものである。最初は相
当時間がかかるだろうが、ともかく全体を通読し、分からない点を明確にしてきてほしい。授業後
は、チューターの説明や質疑応答を通して新たに理解できたことを手がかりに、もう一度文献を読
み直し、要約ノートを作るなど、自分の言葉でそれを咀嚼し直してほしい。  

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、平成26年度以降入学の宗教学専修学生については、必修授業となっている。卒論指導
の役割をも兼ねる授業なので、宗教学の学生は、それ以前の年度の入学者も含めて、必ず出席し、
自らの学習に役立ててほしい。

※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>

宗教学(講読) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 加藤　希理子

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(出席状況、発表内容、議論への参加など)で評価する。

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

宗教学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

宗教学(講読) 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 加藤　希理子

 

配当
学年  2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  講読

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(出席状況、発表内容、議論への参加など)で評価する。

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

宗教学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  キリスト教思想研究入門Ａ

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

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

 [授業計画と内容]
本年度前期のテーマは、「新約聖書からキリスト教古代へ」である。初回のオリエンテーションに
続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．新約聖書と新約聖書学
２．イエスと「神の国」運動
３．病の癒やし・譬え・共同生活
４．イエスの宗教運動から初期キリスト教へ
５．初期キリスト教の多様性とパウロ
６．パウロの異邦人伝道
７．パウロ以降のキリスト教
８．ユダヤ教とローマ帝国
９．古代キリスト教１：ヘレニズム・ローマ世界、使徒教父
10．古代キリスト教２：キリスト教迫害と弁証家たち
11．古代キリスト教３：アレキサンドリア学派とオリゲネス
12．古代キリスト教４：公認・国教会と正統教会
13．古代キリスト教５：アウグスティヌス
14．古代キリスト教６：ゲルマン民族移動から中世へ
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

キリスト教学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義) (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。 

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

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

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

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「中世キリスト教から宗教改革へ」である。初回のオリ
エンテーションに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目
が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．中世キリスト教世界のダイナミズム
２．西欧キリスト教世界の形成
３．キリスト教修道制１
４．キリスト教修道制２
５．教皇と皇帝
６．イスラームと12世紀ルネサンス
７．スコラ的文化総合と大学の時代
８．自然神学の諸問題
９．フィオーレのヨアキム
10．民衆・市民の新しい宗教性
11．宗教改革の意義
12．宗教改革の多様性
13．寛容のネットワーク
14．宗教戦争の帰結
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

キリスト教学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（２）──「解放の神学」系の思想から──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2017年度前期は、現代キリスト教思想における「解放の神学」系の諸動向を参照しつつ、
宗教哲学の現代的課題について考える。

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

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

０．オリエンテーション
１．「解放の神学」系とは何か
２．拡張された自然神学と社会科学
３．解放の神学と宗教社会主義論
４．フェミニスト神学
５．黒人神学
６．アジアの解放の神学
７．アフリカ神学の動向
８．政治神学の現在
９．宗教的寛容論
10．民主主義とキリスト教
11．戦争論と平和論
12．経済の神学
13．経済と環境
14．経済と政治
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義) (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  3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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（３）──「科学技術とキリスト教」系から──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2017年度後期は、「科学技術とキリスト教」系の諸動向を参照しつつ現代の宗教哲学の課
題を考える。

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

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

０．オリエンテーション
１．「科学技術とキリスト教」系の動向を見る
２．科学技術の神学と聖書学
３．エコロジーの神学１
４．エコロジーの神学２
５．環境・経済・政治
６．生命論の神学１
７．生命論の神学２
８．「宗教と科学」関係史１
９．「宗教と科学」関係史２
10．「宗教と科学」関係史３
11．「宗教と科学」関係論の現在
12．原子力とキリスト教１
13．原子力とキリスト教２
14．文明の問いとしての科学技術
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 狭間　芳樹

 

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  近世日本キリスト教史 ―キリシタン信仰の思想史的考察―

 [授業の概要・目的]
近世日本のキリスト教を考察するにあたっては、宣教師がローマ・カトリックをどのように伝え、
受容者がそれをどのように理解したのかという両側面からの分析が不可欠となる。本講義では、日
本巡察師ヴァリニャーノにより、イエズス会の海外宣教のなかでもきわめて画期的な布教方策が推
し進められたことに注目し、その方策のもと、日本人信徒向けにローマ字や仮名文字などでも出版
された「キリシタン版」やイエズス会士の書簡類を手がかりとして、当時の人々がキリスト教を如
何に受容し、信仰生活を実践したのかをつまびらかにしながら、日本キリスト教史上におけるキリ
シタンの位置や意味について考察をおこなう。

 [到達目標]
近世日本におけるキリスト教の内実について、最新のキリシタン研究の視座を学びながら理解する
ことを目指す。

 [授業計画と内容]
以下のテーマを中心にして授業を進めていく予定であるが、受講者の関心や講義の進度によっては
同一テーマの回数を増やしたり、順序を変更する場合もある。

第１回　キリシタンとはなにか――対抗宗教改革とイエズス会の日本宣教
第２回　初期日本宣教とキリシタン文書（宣教師の書簡とイエズス会年報）
第３回　巡察師ヴァリニャーノの布教改革と「適応主義」方策の推進
第４回　キリシタン学校の創設と出版事業
第５回　矯風、弱者支援活動――病院、孤児院の創設と社会事業の展開
第６回　イエズス会の日本宗教研究（１）宣教師たちの神道・仏教・儒教理解　
第７回　イエズス会の日本宗教研究（２）ハビアン『妙貞問答』と『破提宇子』
第８回　キリシタンの信仰生活（１）慈悲の組（ミゼリコルディア）と信心会（コンフラリア）
第９回　キリシタンの信仰生活（２）教理理解と儀礼の実践
第10回　イミタティオ・クリスティとキリシタン版『こんてむつすむん地』
第11回　キリシタン版に見られる仏教用語の援用
第12回　キリシタン禁令と鎖国――弾圧、迫害とキリシタンの殉教
第13回　キリスト教批判書（排耶書）とその論理
第14回　土着（文脈化）と変容――潜伏キリシタンとカクレキリシタン
第15回　まとめ：日本キリスト教史におけるキリシタン研究の意義

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)  (2)

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

 [教科書]
使用しない
講義テーマごとにレジュメおよび資料プリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
五野井隆史 『日本キリスト教史』（吉川弘文館）ISBN:978-4642072878
浅見雅一 『概説キリシタン史』（慶應義塾大学出版会）ISBN:978-4766423297

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考文献は各テーマごとに授業内で随時紹介していくが、本講義全体に関わる概説書を「参考書」
欄に挙げておくので、各回の授業でとりあげる内容について、当該する箇所を事前に目を通し、理
解に役立てて欲しい。また授業後には、講義では概略のみ説明した部分について、紹介した参考文
献で調べるといった積極的な取り組みを望む。

（その他（オフィスアワー等））
基本的に講義形式でおこなうものの、ミニッツペーパー（リフレクションカード）などを通して、
受講者各人の疑問や主体的関心にも配慮して授業を進める。また授業外学習において生じた質問等
については次週以降の授業前後に口頭で尋ねる時間を設ける。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　神学部 教授 村上　みか

 

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  宗教改革研究

 [授業の概要・目的]
　宗教改革の成立と展開のプロセスを、教会史、神学史のみならず、政治史、社会史の視点より考
察し、諸勢力を取り込んで成立した宗教改革が多様なあり方をとって展開する様子を学ぶ。さらに
宗教改革神学の基礎となるルターの神学が、このプロセスの中で周囲との議論を通じて展開されて
ゆく様子を学び、その内容を理解し、その意義について考察する。
　授業は講義と文献講読により進められる。　

 [到達目標]
・宗教改革を16世紀の多様な歴史的錯綜のもとに理解することができるようになる。
・宗教改革の神学の基礎を理解し、その意義を歴史的に考察する力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
1.　授業概要の説明
 2.　＜宗教改革前史＞
　　　　 (1）政治
 3.　　 （2）社会
 4. 　　 (3）教会
 5.　　 （4）神学
 6.　＜宗教改革の成立と展開＞
　　　　 修道士時代のルター：信仰の歩みと独自の神学の形成
 7.　　 「95箇条の提題」とローマ教会との論争
 8.　　  改革運動の形成と拡大：ルターの支持者と教会改革
 9.　＜ルター神学の展開＞
　　　　（1）信仰義認論、聖書の権威、教皇制度
10.　　 （2）全信徒祭司論、修道制
11.　　 （3）キリスト者の自由、サクラメント論
12.　　 （4）律法と福音、二統治論、自由意志論と奴隷意志論
13.　　 （5）教会論、教職制度
14.　　 （6）急進派（トーマス・ミュンツァー等）との対立、領邦教会制度の確立
15.　総括：フィードバック　

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席、議論への参加）：30点
期末レポート：70点（問題を歴史的文脈の中で考察し、それを独自の言葉で表現できているかを評
価のポイントとする。）

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
A.E.マクグラス（高柳俊一訳） 『宗教改革の思想』（教文館、2000年）ISBN:978-4-7642-7194-4
金子晴勇、江口再起、共編 『ルターを学ぶ人のために』（世界思想社、2008年）ISBN:978-4-7907-
1303-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
ノートと配布資料をもとに復習を行い、次回の授業に臨んでください。

（その他（オフィスアワー等））
授業時の議論への積極的な参加を期待します。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

青山学院大学　　　　　
総合文化政策学部 教授 茂　牧人

 

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  否定神学と<形而上学の克服>―ハイデガーとシェリングの場合―

 [授業の概要・目的]
近年日本でもハイデガーとキリスト教神学との関係について論じられるようになってきた。講義担
当者は、ハイデガーの存在や神の思索は、否定神学の伝統の中に位置づけられるものであり、その
観点からみるときに、＜形而上学の克服＞のモチーフを闡明することができることを論証する予定
である。また、さらに、ハイデガーからシェリングの神の思索へとたどることによって、シェリン
グの思索も、否定神学の伝統に属すること、そこから＜形而上学の克服＞を遂行できることを明ら
かにした
い。

 [到達目標]
ハイデガーの中の初期フライブルク期における神学的考察、マールブルク時代におけるブルトマン
との共同作業、後期の言語論、シェリング論、プラトンの洞窟の比喩などにおける真理論、『哲学
の寄与』論などを通して、ハイデガーが否定神学の伝統の中に位置づけられ、そこから＜形而上学
の克服＞のモチーフを取り出せる作業を行う。
さらに、シェリングの自由論や『世界世代論』『啓示哲学草稿』などを論じることで、否定神学の
伝統とその形而上学の克服のモチーフを摘出できるようにする。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　否定神学と＜形而上学の克服＞のモチーフ
第2回　ハイデガーの初期フライブルク期の神学的省察
第3回　マールブルク期の神学と哲学との関係についての省察
第4回　初期と1930年代との関係
第5回　後期ハイデガーの言語論
第6回　後期ハイデガーの真理論
第7回　後期ハイデガーの脱根底(AbGrund)論と否定神学
第8回　ハイデガーと同世代の神学者たち
第9回　まとめとディスカッション
第10回　後期ハイデガーのシェリング論
第11回　シェリングの自由論
第12回　シェリングの『世界世代』論
第13回　シェリングの『啓示哲学草稿』論
第14回　まとめ・ディスカッション　及び　レポートについて
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート70点、平常点30点

 [教科書]
茂　牧人 『ハイデガーと神学』（知泉書館）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（７）──

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

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

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、南原繁『自由と国家の理念』（著作集第三巻、岩波書店）に収録の諸論考を、担
当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
南原繁 『自由と国家の理念』（岩波書店）ISBN:4-00-092693-4
テキストは、使用部分について、コピーを用意する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（８）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度後期は、無教会キリスト教の原点にもどって、内村鑑三の社会
論に関わる諸論考を読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・内村鑑三のキリスト教理解を通して、キリスト教と社会との関わりを、多様な問題に即して理解
することができるようになる。
・内村鑑三、矢内原忠雄、南原繁の比較研究についての手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、内村鑑三『社会の変革』（内村鑑三選集６、岩波書店）に所収の諸論考を、担当者
の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
内村鑑三 『社会の変革』（岩波書店）ISBN:978-4-00-331672-6
演習で扱う諸論考については、コピーを準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  キリスト教思想の基本文献を読む

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  新約聖書とその思想─パウロ研究（５）─

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

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

 [授業計画と内容]
　本年度は、昨年度に続き、多岐にわたる新約聖書の思想の内から、パウロのローマの信徒への手
紙の第５章を講読し、パウロのテキストに即しつつその思想の内実へと迫ることを試みたい。本演
習では、各種の辞書の使用法から、聖書注解書の扱い方といった、聖書テキストを読解する上で必
要となる基礎的作業の習熟を目指す。受講者には、パウロの思想の理解を深めるために、Cranfield
の注解書（ICC）などの注解書の参照が求められる。
　また、昨年度に引き続き、David G. Horrell, An Introduction to the Study of Paul, second edition, T&T 
Clark, 2006. の講読を並行して行う予定である。

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

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

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

キリスト教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは
授業にて指示）で行うこと。

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

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

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

未更新

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   英語 

題目  Christian Studies

 [授業の概要・目的]
Course Outline:
This spring module will continue the critical discussion of Kagawa’s thought, with special emphases on his 
understanding of the relation between mind/spirit and matter, his notion of evil, his philosophy of “the real”
 and his advocacy of World Federation. Time permitting, the course will also touch upon his philosophy of 
time.

Grades will reflect the following elements: 1) class attendance and participation, 2) weekly presentations, 3) 
final paper.

Texts: readings will be provided by instructor.

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grades will reflect the following elements: 1) class attendance and participation, 2) weekly presentations, 3) 
final paper.

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

Texts: readings will be provided by instructor.

 [教科書]
未定

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Assignments typically involve reading and summarizing 5-10 pages of text.

（その他（オフィスアワー等））
Mondays 2:45-4:30

※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>

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

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

 

配当
学年  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   英語 

題目  Christian Studies

 [授業の概要・目的]
Toyohiko Kagawa was one of modern Japan’s leading activists and opinion leaders. He was a best-selling 
author, Nobel Prize nominee, founder of three infuential unions which continue today, and Japan’s 
representative to multiple international forums. Motivating his acclaim-winning activity was his unique world 
view. 

This course is designed to introduce Toyohiko Kagawa and examine his role in domestic and international 
society in the 20th century. Attention will be given to Kagawa’s place in Japanese Christendom, his 
contributions to modern Japanese society, and his philosophical theology/cosmology. 

 [到達目標]
By the end of the course, students should have a broad familiarity of Kagawa and his place in 20th century 
Japanese and international society, as well as a fuller sense of Japanese Christendom during that time. The 
course aims to distinguish Kagawa’s unique strain of Christian thought and practice by focusing on main 
themes in his worldview. In particular, emphasis will be placed on Kagwawa's innovative Christian 
cosmology which identifies him as a pioneer in evolutionary or scientific theology.

 [授業計画と内容]
Week One:

Kagawa’s place in (Japanese) Christendom

Week Two: 

Kagawa’s understanding of God (theology)

Week Three:

Kagawa’s understanding of Christ (Christology)

Week Four:

Kagawa’s understanding of religion

Week Five:

Kagawa’s understanding of self

Week Six: 

Kagawa’s ontology (the real)

キリスト教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (2)

Week Seven: 

Kagawa’s philosophy of time/history

Week Eight:

Kagawa’s view of mind-matter 

Week Nine:

Kagawa’s view of evil

Week Ten:

Kagawa’s view of salvation

Week Eleven: 

Kagawa’s view of the kingdom of God

Week Twelve:

Kagawa and WWII

Week Thirteen:

Kagawa’s idea of a new global system

Week Fourteen:

Kagawa’s relevance for today

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grades are based on class presentations, general participation, as well on a final paper.

 [教科書]
使用しない

キリスト教学(演習)  (3)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (3)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
weekly readings and outlines/summaries, as well as class presentations.

（その他（オフィスアワー等））
Mondays 2:45-4:15

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  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  ボンヘッファーのテキストをドイツ語原典で読む。 

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
こちらで準備（プリント教材）する。

キリスト教学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  キリスト教思想基礎文献を読むＡ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。前期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを日本語訳で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）を取り出し、
必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、ティリッヒの『生きる勇気』を取り上げる。

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、ティリッヒ『生きる勇気』の内、第一章「存在と勇気」から、担当者の解説を通
して、順番に精読してゆく。なお、ティリッヒに関しては、教員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
ティリッヒ『生きる勇気』にはいくつかの邦訳が存在するが、どの訳を主に使用するかは、授業に
て説明する。いずれの訳を使用するにしても、諸邦訳を相互に比較することを行いたい。

キリスト教学（講読）  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  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  講読

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想基礎文献を読むＢ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。後期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを英語（あるいは英訳）で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）
を取り出し、必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、昨年度に引き続き、Dieter T. Hessel and Rosemary Radford Ruether (eds.), Christianity and 
Ecology (2000)に所収の諸論文を読む。 

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、Dieter T. Hessel and Rosemary Radford Ruether (eds.), Christianity and Ecology (2000)
の所収の論文を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。なお、エコロジーの神学に関して
は、教員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
Dieter T. Hessel and Rosemary Radford Ruether (eds.), Christianity and Ecology (2000)の講読する論文は、
コピーを用意する。

キリスト教学（講読）  (2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

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

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  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  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（初級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、聖書テキストの伝統やラビ文学を含む歴史的な言語文化の概要とともに、文法
の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、語根、分詞ほか）を教える。名詞文の特
徴的構造に親しみ、さらにヘブライ語文法の事項がもつ聖書解釈上の意義についても解説する。
 

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して、文章を声に出して読めること。ヘブライ語作文ができる
こと。また辞書を用いて和訳することができること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞システム、８．現在分詞、９．存在詞。

＊１課題あたり１～２回を当てる場合もある。
＊＊内容や順番は授業の進捗状況で多少変化することもある。

 [履修要件]
初級では動詞の完了形・未完了形・命令形および時制については教えない。それらは中級において
導入する。初級と中級をあわせての履修することが望ましい。

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示する暗記課題や練習問題を必すること。授業で配布するコピーとハンドアウトの見直
しノート整理すること。

（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>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  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  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語動詞の基礎を動詞を中心（完了形・未完了形・命令形、時制など）に学ぶ。語根別の共
通変化パターン、ヘブライ語時制の問題を学ぶ。聖書テキストを含む色々な抜粋テキストを声に出
して読みながら、テキスト翻訳の中で一語一語の文法的な認識を深める。また聖書テキストの中に
ある、言葉の結びつきと切り離しの伝統（タアメイ・ミクラー）も認識できるように指導する。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了などの活用に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できるこ
と。動詞の完了形・未完了形・命令形を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。
聖書ヘブライ語の典型的な文構造を理解すること。母音記号のないテキストも多少読めるようにな
ること。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．タアメイ・ミクラー。１課題あたり１～２回の授業を
要する場合もある。進捗状況をみながら内容や順番は多少変化する。 ヘブライ語辞書を用いながら、
テキストを読んでいく中で、語形や文構造などの文法的な解説を行う。

 [履修要件]
へブライ語（初級）を履修している、もしくは同程度のヘブライ語の知識があること。 

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

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回出される、次回までにすべきテキスト課題をこなすこと。配られたテキストは必ず事前に辞書
を引いて読んで、分からない箇所を明らかにしておくこと。授業時に質問すること。授業後はテキ
スト翻訳の注釈ノートを作ること。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　俊春

 

配当
学年  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  アエムラーティオー(Aemulatio)－17世紀オランダおける物語画家たちの競争の諸相

 [授業の概要・目的]
未曾有の経済的繁栄を遂げた17世紀のオランダでは、豊かな市民たちの間で美術作品に対する需要
が高まり、数多くの画家たちが活躍した。このような状況下、物語画（「歴史画」）の制作に携わ
った野心的な画家たちは、美術市場で成功を収めるために、時代の流行や他の画家たちの動向に十
分に留意しながら制作を進めた。画家たちは、他の画家たちの作品から学びつつ、かつ創作者とし
て新機軸を打ち出すことに努めたのである。レンブラントを中心とするオランダの物語画家たちの
競争の諸相を、フランドルの画家たちの活動も考慮に入れて検討する。

 [到達目標]
17世紀オランダで活躍した画家たちが制作した物語画の考察を通じて、画家たちが互いの作品を意
識しながら、どのように制作を進めていたのか、当時の競争の諸相を理解することを通じて、作品
の制作過程に対する視野を広める。

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

１．序：17世紀オランダにおける絵画制作の状況【1週】

２．イタリアおよびフランドル絵画に対する評価【1週】　

３．ハールレムの画家たち【２週】

４．ユトレヒトのカラヴァッジストたち【２週】

５．ピーテル・ラストマン【２週】

６．競争と評価をめぐる芸術理論【１週】

７．レンブラント【３週】

８．レンブラント工房と工房で学んだ画家たち【２週】

９．まとめの議論

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
既に西洋美術史（講義）を受講して、最低2単位は取得していること。また、少なくとも英語で書
かれた専門文献を読みこなす語学力を有していること。 

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



哲学基礎文化学系124

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  奈良時代彫刻史研究③

 [授業の概要・目的]
　奈良時代（７１０年～７８４年乃至は７９４年）の彫刻史の展開を論じる授業の第３期目の授業
で、今回は奈良時代後期の彫刻史を検討する。取り上げる作品は、唐招提寺の諸彫刻、特に鑑真像
や旧講堂の木彫群や、西大寺の四仏、大安寺の木彫群などである。また、近年研究が進んできてい
る奈良時代の木彫製作の問題についても、検討を加えたい。これらの彫刻については、膨大な先行
研究があるが、そうした先行研究に先ず目を向けた上で、近年の歴史学、さらには科学的調査を含
む最新の研究成果なども紹介しながら授業を進めていく。そして、奈良時代後期にどのような仏像
が製作され、それらの仏像の特質がどのようなものであったかを明らかにするとともに、次代の平
安前期の彫刻を生み出していく背景がどのようなものであったかを検討し、この時期の彫刻史の動
向についての理解を深める。

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

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。

第１回目　　　　はじめに
第２回目　　　　唐招提寺の諸仏の概要
第３,４回目　　 唐招提寺乾漆造鑑真像をめぐって
第5～8回目　　  唐招提寺旧講堂木彫群をめぐる問題
第9～11回目　   奈良時代後期の木心乾漆像を巡る問題
第12回目　      大安寺木彫群をめぐって
第１３回目　　　平安前期木彫との関連性
第14回目　　　　まとめ
第15回目　　　　フィードバック　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、実際に見ることができるので、できるだけ実物を見てください。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  平安時代前期彫刻史研究①

 [授業の概要・目的]
　平安時代前期（８世紀末から１０世紀初期）の彫刻史の展開を論じる第一期目の授業で、平安時
代初頭から９世紀半ば頃までの彫刻史を取り上げる。具体的には、平安時代冒頭に造られたとみら
れる神護寺薬師如来立像や、新薬師寺薬師如来坐像から始め、９世紀第二四半期に造られたとみら
れる東寺講堂諸尊像、観心寺如意輪観音像、神護寺五大虚空蔵菩薩像などの密教彫刻を中心とした
造像の問題を検討していく予定である。この時代の仏像製作は、木彫が中心となるが、純粋な木彫
像が造られるとともに、奈良時代の伝統を継承したような乾漆併用像も造られており、きわめて多
様な展開が認められる。そのためもあって膨大な先行研究があるが、この授業ではこれらの先行研
究に先ず目を向けた上で、近年の歴史学や考古学を含む最新の研究成果を紹介しながら授業を進め、
この時期の彫刻史の動向についての理解を深める。 

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

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。

第１回目　　　　　はじめに
第2～4回目　　　  神護寺薬師如来立像
第5回目　　　     新薬師寺薬師如来坐像
第6回目　　　     平安時代初頭の乾漆像
第7～10回目　     東寺講堂諸尊像
第11,12回目　　　 観心寺如意輪観音像
第13回目　　　　　神護寺五大虚空蔵菩薩像　　
第14回目　　　　  まとめ
第15回目　　　　  フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  宗教画をめぐる考察―キリスト教における画像の役割と芸術家の創意に注目して

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察することで、
美術史学の思考法や研究法を習得することにある。本年度前期は、キリスト教における画像の役割
と芸術家の創意について、イタリアおよび北方ヨーロッパの中世末期から近世初頭の諸作例の具体
的な分析を行いつつ、考察する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、理解す
る。
・キリスト教における画像の役割と宗教画を描く際の芸術家の創意工夫について、中世末期から近
世初頭の事例を中心に、見識を深める。

 [授業計画と内容]
西欧では、偶像崇拝を禁止するキリスト教の基本理念にもかかわらず、宗教心をかきたて祈りを促
すため、様々な機能をもった画像が発達した。本授業では、中世末期から近世初頭にかけて制作さ
れた祭壇画、祈念画、墓碑画、奉納画などについて、それぞれの機能と表現の在り方を理解すると
ともに、こうした絵画を描くに際して画家が行う芸術的創意と宗教的機能の調停の工夫について、
考察する。授業は、講義形式と、受講生がそれぞれ論文や作品を選んで口頭発表を行う発表形式を
織り交ぜながら行う。基本的にプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度
等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回～第3回　イントロダクション―キリスト教と画像
第4回～第7回　公共空間での祈り―祭壇画
第8回～第10回　個人空間での祈り―家庭用祭壇画と祈念画
第11回～第12回　死者の追悼―墓碑画
第13回～第14回　俗世での安寧を願って―奉納画
第15回　まとめ―宗教的機能と芸術的創意

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、課題の口頭発表、議論への参加など）で評価を行う。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・課題の口頭発表に際しては、各自、英語の論文を読み、それに基づいて調査研究した結果を発表
することになる。そのための授業外学習には十分な時間を確保してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加
してほしい。
・課題の口頭発表に際しては、各自、英語の論文を読み、それに基づいて調査研究した結果を発表
することになる。そのための英語力は必要である。
・美術史研究の初心者でも意欲のある者には授業に参加して課題の口頭発表を行えるよう、基本文
献の紹介や口頭発表資料の作成指導も、必要に応じて行う。
・日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよ
うに心がけること。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

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1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  銅板油彩画と宗教美術―ローマ教皇ピウス5世に注目して

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史上の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察すること
にある。本年度後期は、銅板油彩画と宗教とのかかわりについて、ローマ教皇ピウス5世に注目し
て、考察する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、理解す
る。
・銅板油彩画と宗教のかかわりについて、対抗宗教改革期のイタリアの作例を中心に、見識を深め
る。

 [授業計画と内容]
1530年代のイタリアで誕生した銅板油彩画は、1560年代後半から70年代にかけて、フィレンツェや
ローマで本格的に制作されるようになる。本講義では、銅板油彩画を殊の外愛好したローマ教皇ピ
ウス5世に注目して、以下のプランに示した観点から、銅板油彩画と宗教美術のかかわりを解明す
ることを目指す。基本的にプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に
応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション
第2回～第7回　ローマ教皇ピウス5世と銅板油彩画―スプランゲルの宮廷画家登用をめぐって
第8回～第14回　ピウス5世の美的嗜好―同時代美術と古美術との間で
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

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

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

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加
してほしい。
・日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよ
う心がけること。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  「触発」と「感情」の感性論I（近世）

 [授業の概要・目的]
近代美学の出発点である『判断力批判』（1790年）冒頭、カントは美や崇高の判断が客観にではな
く主観の快・不快の感情(Gefühl)に関係するものであり、そこでの主観は表象によって触発
(affizieren)されるがまま自分自身を感じる、と述べている。本講義では、ここに登場する「感情」
と「触発」という、従来美学の領域では表立って取り上げられることのなかった要素に注目するこ
とにより、近年進展しつつある美学の感性論的(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ること
による「感性の学」としての自己規定――に掉さす形で美学史を再構成することを試みる。今学期
は、カントを起点として過去へと遡る形で両概念の系譜化を行う。

 [到達目標]
・一次文献に基づく美学／感性論（史）研究の方法に習熟する。 
・近世美学の諸相について、見識を深める。 

 [授業計画と内容]
以下の予定で進めるが、講義の進み具合や受講生の関心・理解度等に応じて同一テーマの回数を変
えることがある。途中数回、受講者による関連日本語論文（授業中に教員より指定）の要約発表を
取り入れる。
1. 導入
2～3. カントの美学における「自己触発」
4～5. カントの認識論における「自己触発」
6. 受講生による関連日本語論文の要約発表
7. ズルツァーの心理学的美学
8. バウムガルテンの経験的心理学
9. 受講生による関連日本語論文の要約発表
10～11. ライプニッツの認識論・形而上学
12～13. スピノザのaffectus概念
14. 受講生による関連日本語論文の要約発表
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率を乗じて評価する。ただし、関連日本語論文の要約発表を授業
内に行うことで、レポート試験に代えることができる。レポート試験は、問題設定の独自性と結論
に至る論述形式の妥当性に鑑みて採点する。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「感情」と「触発」の感性論II（近現代）

 [授業の概要・目的]
近代美学の出発点である『判断力批判』（1790年）冒頭、カントは美や崇高の判断が客観にではな
く主観の快・不快の感情(Gefühl)に関係するものであり、そこでの主観は表象によって触発
(affizieren)されるがまま自分自身を感じる、と述べている。本講義では、ここに登場する「感情」
と「触発」という、従来美学の領域では表立って取り上げられることのなかった要素に注目するこ
とにより、近年進展しつつある美学の感性論的(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ること
による「感性の学」としての自己規定――に掉さす形で美学史を再構成することを試みる。今学期
は、カント以降現代に至るまでの両概念の系譜化を行う。

 [到達目標]
・一次文献に基づく美学／感性論（史）研究の方法に習熟する。 
・近世美学の諸相について、見識を深める。  

 [授業計画と内容]
以下の予定で進めるが、講義の進み具合や受講生の関心・理解度等に応じて同一テーマの回数を変
えることがある。途中数回、受講生による関連日本語論文（授業中に教員より指定）の要約発表を
取り入れる。
1. 導入
2～4. カントの自己触発概念に対する直後の世代の批判
5. 受講生による関連日本語論文の要約発表
6～8. 現象学における自己触発概念
9. 受講生による関連日本語論文の要約発表
10～13. 分析哲学（心の哲学）における感情の理論化
14. 受講生による関連日本語論文の要約発表
15. まとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率を乗じて評価する。ただし、関連日本語論文の要約発表を授業
内に行うことで、レポート試験に代えることができる。レポート試験は、問題設定の独自性と結論
に至る論述形式の妥当性に鑑みて採点する。

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  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  東アジア仏教美術研究

 [授業の概要・目的]
　東アジアで制作された仏教美術の遺品から重要な作例を取り上げて、関連する諸資料を参照しつ
つ意味内容を読み解き、派生する問題に検討を加える。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術で
あること」「東アジアにとって仏教が外来宗教であること」に特に留意し、最新の研究成果を反映
して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を構造的に把握することをめざす。

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

 [授業計画と内容]
　本年度前期は、敦煌石窟の大画面変相図に注目し、唐宋期の重要作例数件をとりあげてその意味
内容、及び派生する諸問題に検討を加える。各項目には【　】に示した週数を充当する。講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が
定める。 
１．本講義の視点と問題意識【１～２週】 
２．法華経変相図【３～４週】 
３．釈迦を本尊とする他の変相図【３～４週】 
４．薬師経変相図【２～３週】 
５．まとめと総括【１～２週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
必要な資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  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  東アジア仏教美術研究

 [授業の概要・目的]
　東アジアで制作された仏教美術の遺品から重要な作例を取り上げて、関連する諸資料を参照しつ
つ意味内容を読み解き、派生する問題に検討を加える。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術で
あること」「東アジアにとって仏教が外来宗教であること」に特に留意し、最新の研究成果を反映
して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を構造的に把握することをめざす。 

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

 [授業計画と内容]
本年度後期は、仏伝及び涅槃に取材した唐宋時代の遺品に注目し、重要作例数件の読解を起点とし
て、派生する諸問題に検討を加える。各項目には【　】に示した週数を充当する。講義の順序は固
定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が定める。

１．本講義の視点と問題意識【１～２週】 
２．唐宋時代の涅槃図（及び涅槃像）とその周辺地域への波及【４～５週】 
　　　主要作例：敦煌第158窟など 
３．唐宋時代の仏伝図とその周辺地域への波及【５～６週】 
　　　主要作例：山西省繁峙県巌山寺壁画など 
４．まとめと総括【１～２週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。　　

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
必要な資料を配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  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

 [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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  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
毎回レジメを配る予定。

 [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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部 教授 河野　道房

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国山水画史，山水画論史研究

 [授業の概要・目的]
東アジア美術の中心である中国の，山水画の歴史を考察する。具体的には，漢代から魏晋南北朝時
代にかけて成立した山水表現，それらが唐代から北宋にかけて確立した山水画にどのように変化し
ていくのかを概観する。あわせて日本の唐絵・大和絵様式、漢画様式にも言及する。特に理論的側
面に焦点をあて，山水画の理念や制作態度をさぐり，山水画とは何か，どのように鑑賞すればよい
のかを考える。
[

 [到達目標]
美術史学の研究方法を，山水画を例に学習し，作品資料と文献資料の取り扱い方法を理解し，それ
に習熟することを目標とする。

 [授業計画と内容]
1 はじめに　授業概要・ガイダンス　山水画とは何か
2 漢・魏晋南北朝の山水表現：画像磚，漆器等
3 宗炳の山水画論１　宗炳伝，「画山水序」『歴代名画記』
4 宗炳の山水画論２　山水の意義
5 宗炳の山水画論３　山水画の意義・鑑賞法
6 宗炳まとめ
7 隋唐時代の山水表現１：墳墓壁画と敦煌壁画
8 隋唐時代の山水表現２：「山水之変」
9 唐末五代の山水画１：逸品画風，『唐朝名画録』
10 唐末五代の山水画２：水墨画の成立
11 唐・五代山水画まとめ
12 北宋の山水画１：李成・范寛
13 北宋の山水画２：郭熙と『林泉高致集』
14 北宋山水画まとめ
15 総括　授業のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価方法：　レポート試験＋小テスト
　レポート８割、小テスト２割

 [教科書]
使用しない
適宜、プリント資料を配付する。

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回のテーマごとに、図版等で作品を確認すること。

（その他（オフィスアワー等））
質問等はメールで。アドレスは開講時に指示する。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知教育大学　教育学部　准教授 安田　篤生

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「琳派」の人物画研究―宗達から光琳へ―

 [授業の概要・目的]
江戸時代前期を代表する絵師の一人である宗達（生没年不明）とその継承者から尾形光琳（1658-
1716）に至る「琳派」の絵師達が制作した人物画ついて、代表作を中心に考察する。今年度は、宗
達派から光琳を中心に扱い、時代背景や他流派の作品を対照させ、個々の作品のみならず前代から
の継承関係や展開について理解を深める。

 [到達目標]
美術史学の基本である、作品や絵師に関する研究方法を理解し、作品が制作された時点の時代状況
や先行作品を踏まえて制作される作品の特質について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、〔　〕で指示
した週数を充てる予定。なお、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
受講者の理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。

本講義の概略と問題の所在〔１週〕
１．宗達の伝記と主要作品〔１週〕
２．宗達筆「関屋澪標図屏風」〔１週〕
３．宗達派「関屋図屏風」（烏丸光広賛）〔１週〕
４．宗達派の扇面〔２週〕
５．宗達派の伊勢物語図色紙〔２週〕
６．宗達派の物語図屏風〔２週〕
７．尾形光琳の伝記と主要作品〔１週〕
８．光琳の人物図〔２週〕
まとめ〔１週〕
フィードバック〔第15週〕

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（作品や文献資料、社会的背景などに対する分析を踏まえた記述の論理性など、論述内容
を到達目標に基づき評価する）による。

美学美術史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない
必要な資料は適宜配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
附属図書館に配架されている美術全集や市販の書籍、展覧会などを通して、江戸時代前期の絵画史
の展開について予習するとともに、授業内容の復習をすること。また、先行論文の予習を指示する
場合がある。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

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  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

 [授業の概要・目的]
芸術の存在あるいは生成という主題をめぐって、とりわけ現代美術や現代思想におけるアクチュア
ルな議論を参照しつつ探究する。  

 [到達目標]
各自の研究テーマとのかかわりの中で、広義の芸術あるいは創造行為が果たす役割について知見・
洞察を深めること。  

 [授業計画と内容]
１．現代の芸術あるいは美学にかかわる問題を象徴的に表している議論や事例を取り上げ、論述す
る。
２．受講者が各自の研究テーマとの関連においてこれを引き受け、考察を行う。
３．それぞれの考察に対して、上の議論とのかかわりから、あるいはより広い美学・芸術学の見地
からコメント・論評を行う。
４．講義で扱われたテーマで論文を書くとすればどのような形が可能であるか、各自の研究の進展
状況を踏まえつつ指導する。

 [履修要件]
後期の連続的な履修が望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告および議論の内容による。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

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  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

 [授業の概要・目的]
芸術の存在あるいは生成という主題をめぐって、とりわけ現代美術や現代思想におけるアクチュア
ルな議論を参照しつつ探究する。 

 [到達目標]
各自の研究テーマとのかかわりの中で、広義の芸術あるいは創造行為が果たす役割について知見・
洞察を深めること。

 [授業計画と内容]
１．現代の芸術あるいは美学にかかわる問題を象徴的に表している議論や事例を取り上げ、論述す
る。
２．受講者が各自の研究テーマとの関連においてこれを引き受け、考察を行う。
３．それぞれの考察に対して、上の議論とのかかわりから、あるいはより広い美学・芸術学の見地
からコメント・論評を行う。
４．講義で扱われたテーマで論文を書くとすればどのような形が可能であるか、各自の研究の進展
状況を踏まえつつ指導する。

 [履修要件]
前期の連続的な履修が望ましい。   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告および議論の内容による。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

美学美術史学(演習Ｉ) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  美術史学の実地指導

 [授業の概要・目的]
　美術作品が所在する現場に実際に足を運び、実物の美術作品を前にして、美術史学の研究方法の
実地指導を行う。

 [到達目標]
　美術作品を実見し、その造形要素を分析することで美術史研究に必須の様々な情報を集積して考
察する基礎的能力を養う。

 [授業計画と内容]
　京都、大阪、奈良などに所在する美術館や博物館で開催される日本・東洋美術、西洋美術をテー
マとした展覧会、あるいは、優れた仏像や障壁画などを所蔵する寺社が、指導の現場となる。見学
の詳細については、KULASISの授業連絡メールや美学美術史学専修共同研究室前の掲示などを通じ
て告知されるので、各々確認すること。作品に対する鑑定眼は美術史研究の基礎であり、多くの作
品を実際に見ることによって養われる。したがって、すべての見学会に参加することを原則とする。
見学時には、明確な目的意識をもって作品を実見し、適宜メモをとりながら、集中して作品の造形
分析を行うこと。

第1回　イントロダクション：美術作品の実見調査について
第2回～第8回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心に
第9回～第11回　京都の寺社所蔵の美術作品の集中見学
第12回～第14回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心
に
第15回　フィードバック：授業の成果と今後の課題について

 [履修要件]
　作品を丹念に観察するという演習の性格上、履修人数の制限を設ける。履修希望者が制限を上回
る場合は、受講の必然性が高いと判断される者を選抜する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　毎回の見学時に課される口頭発表またはレポート、学期末レポートにより評価する（日本美術史
についての口頭発表またはレポート、学年末レポート50点、西洋美術史についての口頭発表または
レポート、学年末レポート50点）。レポート等は到達目標の達成度に基づき評価する。

・原則として、毎回の見学会の参加およびレポートの提出を必須とする。
・入念な準備、明晰な作品分析、的確な論考、独自の創意工夫等が顕著なものについては、高い点
を与える。

美学美術史学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習Ｉ)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　大学の蔵書を適宜参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　見学会参加に際しては、見学する作品やその作品を制作した芸術家、作品が制作された時代等に
関して専門文献を参照しつつ予習を行い、明確な目的意識をもって見学会に参加できるよう入念に
準備すること。また、見学会終了後は、作品見学時に生じた疑問（作品制作の時代背景や作者につ
いて、または作品の図像内容や技法等）について、各自、事後学習を行い、美術作品に対する理解
をより深めるよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　作品保存の観点から、メモを取る際には鉛筆のみ使用可。また、寺社見学に際しては、極度の肌
の露出は避け（裸足も不可）、節度ある服装で参加すること。

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

美学美術史学(演習Ｉ) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  美術史学の実地指導

 [授業の概要・目的]
　美術作品が所在する現場に実際に足を運び、実物の美術作品を前にして、美術史学の研究方法の
実地指導を行う。

 [到達目標]
　美術作品を実見し、その造形要素を入念に分析することで、美術史研究に必須の様々な情報を集
積して考察する基礎的能力を養う。

 [授業計画と内容]
　京都、大阪、奈良などに所在する美術館や博物館で開催される日本・東洋美術、西洋美術をテー
マとした展覧会、あるいは、優れた仏像や障壁画などを所蔵する寺社が、指導の現場となる。見学
の詳細については、KULASISの授業連絡メールや美学美術史学専修共同研究室前の掲示などを通じ
て告知されるので、各々確認すること。作品に対する鑑定眼は美術史研究の基礎であり、多くの作
品を実際に見ることによって養われる。したがって、すべての見学会に参加することを原則とする。
見学時には、明確な目的意識をもって作品を実見し、適宜メモをとりながら、集中して作品の造形
分析を行うこと。

第1回　イントロダクション：美術作品の実見調査について
第2回～第8回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心に
第9回～第11回　京都の寺社所蔵の美術作品の集中見学
第12回～第14回　美術作品の実地見学：近畿の美術館・博物館所蔵品および展覧会出展作品を中心
に
第15回　フィードバック：授業の成果と今後の課題について

 [履修要件]
　作品を丹念に観察するという演習の性格上、履修人数の制限を設ける。履修希望者が制限を上回
る場合は、受講の必然性が高いと判断される者を選抜する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　毎回の見学時に課される口頭発表またはレポート、学期末レポートにより評価する（日本美術史
についての口頭発表またはレポート、学年末レポート50点、西洋美術史についての口頭発表または
レポート、学年末レポート50点）。レポート等は到達目標の達成度に基づき評価する。

・原則として、毎回の見学会の参加およびレポートの提出を必須とする。
・入念な準備、明晰な作品分析、的確な論考、独自の創意工夫等が顕著なものについては、高い点
を与える。

美学美術史学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習Ｉ)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　大学の蔵書を適宜参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　見学会参加に際しては、見学する作品やその作品を制作した芸術家、作品が制作された時代等に
関して専門文献を参照しつつ予習を行い、明確な目的意識をもって見学会に参加できるよう入念に
準備すること。また、見学会終了後は、作品見学時に生じた疑問（作品制作の時代背景や作者につ
いて、または作品の図像内容や技法等）について、各自、事後学習を行い、美術作品に対する理解
をより深めるよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　作品保存の観点から、メモを取る際には鉛筆のみ使用可。また、寺社見学に際しては、極度の肌
の露出は避け（裸足も不可）、節度ある服装で参加すること。

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

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都市立芸術大学
美術学部 講師　 深谷　訓子

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  講読： バロック絵画をめぐる諸問題

 [授業の概要・目的]
以下の２つのテクストの講読を通じて、イタリアを中心としたバロック絵画について考えるととも
に、専門分野における調査研究に必要な英語の読解能力を身につける。最初はテクストの精読を進
め、考察の進み方に応じて、補足的なテクストも取り入れながら、内容に関するより深い理解を目
指す。
Richard E. Spear, From Caravaggio to Artemisia: Essays on painting in seventeenth-century Italy and France, 
The Pindar Press, London, 2002.
Pamela M. Jones, Altarpieces and their viewers in the churches of Rome from Caravaggio to Guido Reni, 
Ashgate, Aldershot and Burlington, 2008.

 [到達目標]
　当該テクストの伝える情報を作品に即して咀嚼し、美学美術史全般にとって基礎的な知識を身に
つけること。同時に、美術史分野で必要とされる専門用語を正しく理解した上で、調査研究に必要
な文献を読解し、効率的かつ精確に情報収集できる英語の運用能力を身につけること。英語特有の
語感も理解し、自身の専門分野（調査対象）について、英語での説明や記述を可能にすること。

 [授業計画と内容]
　第１回：テクストの配付とイントロダクション。進め方について概説すると同時に、テクスト選
定の意図と、読解を進めていくにあたって考えてもらいたい点について説明します。
　第２回～第６回：テクスト（１）の精読と分析、問題点の抽出。
　第７回：テクスト（１）の精読。テクスト（１）と（２）の内容比較を行い、（２）を如何なる
観点から読み進めるか考察。
　第８回～第14回：テクスト（２）の精読と解説。
　第15回：総括　
まずは訳出による精読を基本としますが、途中から要約をしたうえでの問題点の指摘や分析、小課
題に基づくプレゼンテーションを試みるなど、テクストの読み進め方は変化させていく予定です。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業への参加、予習状況）によって行います。
受講人数と取り組み状況によっては、最終授業時の一部の時間で試験を行うこともありえます（そ
の場合は学期の途中で改めてお伝えします）。
継続性と作業量を重視します。そのため、４回以上欠席した場合、基本的に単位認定はいたしませ
ん。あらかじめそのつもりで臨んでください。

 [教科書]
講読するテクストに関しては、プリントを配付します。

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (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]
初回授業でも説明しますが、テクストの内容をしっかり理解するところまで予習をしてきてくださ
い。また、テクスト内に出てきた作品を、質の良い図版等で確認するという予習・復習を行っても
らいます。

（その他（オフィスアワー等））
受講者全員に対し、毎回、精度の高い予習を要求します。そのつもりで臨んでください。

※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。



哲学基礎文化学系141

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  英文教科書の講読を通じた現代美学の諸課題へのアプローチ

 [授業の概要・目的]
美学のさまざまなトピックを網羅した教科書The Routledge Companion to Aesthetics(3rd. ed., 2013)の
第3部"Issues and Challenges"の各章を講読する。
テキストは、2000年に初版が刊行された後、英語圏の美学者が総力を挙げて改訂を重ねた、いわば
「決定版」とでもいえるものである。各トピックの議論状況が第一人者によって平易に解説され、
美学という学問への格好の入口を提供してくれている。
本授業では、1回につき1章（最大14頁）の内容を、事前に指定した担当者が発表し、それについて
全員で議論する、というかたちで進める。

 [到達目標]
・英語で書かれた美学の議論を正確に理解することができるようになる。
・現代美学の諸課題へのアプローチ方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1回　授業の進め方とテキストの説明、担当者の決定
第2回～第15回　担当者による各章の内容発表と、それをめぐる全員での議論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
(1)担当回の内容発表(2)担当以外の回での議論への参加度(3)期末英文レポート
以上の3観点を等分に評価して最終成績とする。
理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には単位認定を行わない。

 [教科書]
Berys Gaut and Dominic Mclver Lopes (eds.) 『The Routledge Companion to Aesthetics 3rd Edition』（
Routledge）ISBN:9780415782876（希望者には講読箇所のコピーを配布する。）

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Aesthetics-3rd-Edition/Gaut-Lopes/p/book/(目次
を見て担当したい章を考えておくこと。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
自分の担当回において内容を発表できるように準備するのはもちろんのこと、それ以外の回におい
てもテキストを読んで積極的に議論に参加すること（上記「成績評価の方法」を参照）。

（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>

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  前近代の美術と社会―画家と工房、組合、市場、宮廷

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養うととも
に、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するドイツ語専門文献を読解する能力を習得する。
・前近代の美術と社会との関係についての知見を得る。

 [授業計画と内容]
本年度は、Martin Warnke, Nah und Fern zum Bilde: Beiträge zu Kunst und Kunsttheorie, Köln, 1997 所収
論文をはじめとする、前近代美術と社会の関係を論じた諸論文の講読を通じて、美術史学の思考法
について多角的に考察する。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　前近代の美術と社会に関する諸論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
・中級程度のドイツ語を習得していること。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

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

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  ズルツァー『一般芸術理論』の諸項目を読む

 [授業の概要・目的]
スイスに生まれプロイセン王立ベルリン学術アカデミー哲学部長まで務めたズルツァー(Johann 
Georg Sulzer, 1720-79)の『一般芸術理論(Allgemeine Theorie der schönen Künste)』（1771-74年）は、
フランスの『百科全書』に倣って当時の芸術にかんする事項をアルファベット順に収録した、史上
初の包括的芸術事典である。本授業では、同書の諸項目を受講者の興味関心に従って取り上げて講
読し、これを通じてドイツ語で書かれた美学・芸術学のテクストを読解する力を養う。「事典」と
はいえ、その諸項目の記述は中立的なものでは当然ありえない。本授業を通じて事典記事を歴史的
批判的に読み解くことをも学ぶ。

 [到達目標]
・美学・芸術学にかんするドイツ語文献を的確に読解する能力を習得する。 
・事典記事を歴史的批判的に読み解く能力を涵養する。 

 [授業計画と内容]
以下の「前半」「後半」の境界は、受講者の人数やドイツ語読解能力によって変動する。
第1回　導入
テキストおよび参考文献を紹介・解説し、授業の進め方と準備の方法を周知する。 
第2回～第?回　一般項目の輪読・討論 
前半は、一般的な項目（"Aesthetik"の項を予定）を全員で輪読し、その内容について討論する。
第?回～第14回　受講者各自の選択した項目の翻訳発表・討論
後半は、受講者各自がそれぞれの興味関心に従って項目を取り上げ、その翻訳を作成して発表し、
それについて参加者全員で討論する。
第15回　まとめ 
精読の成果を総括・議論する。

 [履修要件]
ドイツ語初級文法を習得している（程度に差はあれ、辞書があればドイツ語の文章を読解できる）
こと。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前半の輪読における訳読状況・後半の翻訳発表の出来・前後半を通じた議論への参加度、を総合し
た平常点によって行う。理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には、単位認定を
行わない。

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [教科書]
Johann Georg Sulzer 『Allgemeine Theorie der schönen Künste』（後述の「関連URL情報」を参照のこ
と）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.zeno.org/Sulzer-1771(オンライン・テクスト)

 [授業外学習（予習・復習）等]
前半の輪読においては、指定されたテクストのどの箇所を指定されても日本語訳できるように不明
な単語・事項を調べておくこと。後半の翻訳発表においては、自分の担当回の翻訳の準備を入念に
行うことはもちろんのこと、他の回でも指定されたテクストを読んで積極的に議論に参加できるよ
うにしておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

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

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都工芸繊維大学
工芸学部 准教授 永井　隆則

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  近代の芸術観

 [授業の概要・目的]
近代美術（19～20世紀）に於ける、[moderne]、[modernité]、[modernisme]の諸概念について以下を
講読しながら講じる。

Eric Michaud, La vie moderne(Bauhaus et modernisme, dans Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne, 
Nos.19-20, Juin 1987, pp.130-135.

Thomas Crow, Modernisme et culture de masse dans les arts visuels, ibid., pp.20-51.

 [到達目標]
19-20世紀の近代美術に関する論文（フランス語）を読む能力を習得できる。
19-20世紀のフランス近代美術史研究に関する諸問題を理解する事ができる。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス
授業出席者の受講動機、専門分野等に関してアンケートを実施する。
第2回　アンケートに基づいて、受講者一人一人に情報提供を行う。
第3回～14回　受講者に、テキストを毎回、一文一文、翻訳して頂く。レポート課題に関して適宜、
アドヴァイスを行う。
第15回　フィードバック
アンケートを実施し、学生諸君に、授業に関する疑問点、改善点等や今後の課題に関して回答して
頂き、教員がこれにお応えする。

 [履修要件]
講読予定のテキストはガイダンスの日に配布します。
フランス語文法の基礎知識を身につけておくこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の講読での翻訳発表（平常点：50点）と各自が各自の専門として選んだテーマに関するフラン
ス語テキストの翻訳（レポート：50点）に関して、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
永井隆則 『モダン・アート論再考ー制作の論理から』（思文閣出版）
永井隆則 『フランス近代美術史の現在ーニュー・アート・ヒストリー以後の視座から』（三元社）
永井隆則 『方法と探求　フランス近現代美術史を解剖する』（晃洋書房）
永井隆則 『＜場所＞で読み解くフランス近代美術』（三元社）

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
永井隆則 『もっと知りたいセザンヌ』（東京美術）
永井隆則 『越境する造形ー近代の美術とデザインの十字路』（晃洋書房）
永井隆則 『デザインの力』（晃洋書房）
永井隆則 『セザンヌ受容の研究』（中央公論美術出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、講読する予定の頁を翻訳しておくこと。
適宜、教科書、参考書の中で指定した箇所を精読するよう補習を促す。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、終了後、メール等で随時、質問、相談に応じます。

※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>

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都ノートルダム女子大学
人間文化学部 准教授　　 吉田　朋子

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  17～18世紀のフランスにおける芸術論

 [授業の概要・目的]
17～18世紀のフランスにおける主要な芸術論について、基本的な知識を得ることを目的に、古典的
な著作André Fontaine,Les doctrines d'art en France; peintres, amateurs, critiques, de Poussin à Diderot,
1909(Skatkine Reprints 1970)から、適宜選んで精読する。

 [到達目標]
・美術史に関するフランス語の専門書を読むために必要な読解能力を修得する。
・17～18世紀のフランスにおける主要な芸術論に関する基本的知識を得る。

 [授業計画と内容]
（第1回）イントロダクション
テキストと注意事項について説明する。

（第2回）～（第15回）
André Fontaine,Les doctrines d'art en France; peintres, amateurs, critiques, de Poussin à Diderotから、数章
を読む。美術史的な知識の確認もあわせて行う。

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
フランス語の中級以上の知識を身につけていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況と発表状況）40点と、レポート（精読部分の訳文の提出）60点によって評価する。
 
原則として５回以上欠席した場合は単位を認めない。

 [教科書]
コピーを配布する。

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
ウード・クルターマン 『美術史学の歴史』（中央公論美術出版）ISBN:4805502894
 『西洋美術研究第2号　美術アカデミー特集』（三元社）ISBN:4883030601
授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予定箇所を読み、辞書を引き、文法事項も調べて、担当か所の訳文をつくっておくこと。
未知の事項は確認し、触れられている作品の画像は、何らかの手段で見てくること。

（その他（オフィスアワー等））
辞書や文法書を使用して予習してくること。質問や相談などは、授業前・授業中・メールで受け付
けます。 
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください 。

※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>

美学美術史学(演習II) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

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  肖像画の諸問題

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するイタリア語文献の講読を通じて、イタリア語の実践的読解力を養うと
ともに、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するイタリア語専門文献を読解する能力を習得する。
・西洋美術の主要ジャンルである肖像画について、知見をえる。

 [授業計画と内容]
本年度は、Enrico Castelnuovo, Ritratto e Società in Italia, curato da F. Crivello e M. Tomasi, Torino, 2015
などの講読を通じて、肖像画について多角的に理解することを目指す。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　肖像画に関する諸論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
・中級程度のイタリア語を習得していること。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のイタリ
ア語能力の向上にも努めてほしい。

※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>

美学美術史学(演習III) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
教授 文学研究科 平川　佳世
准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  美学美術史学の諸問題

 [授業の概要・目的]
　卒業論文の作成に向けて、受講者全員が各自設定した美学美術史学に関する問題について口頭発
表を行い、研究を進展させることを目指す。

 [到達目標]
・各自の問題意識に基づき研究課題を設定し、関連する研究動向を把握し、先行研究を的確かつ批
判的に理解する。
・各自設定した研究課題について先行研究を踏まえたうえで新知見をもって対処する力量や、論文
執筆にあたり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量を身につける。

 [授業計画と内容]
　受講者各自が卒業論文を視野に研究テーマを設定し、作成した原稿に基づき、定められた時間内
（20分～40分程度）で発表を行う。発表に際しては、必要に応じて、パワーポイント等で画像資料
を提示する、ビデオ等で映像資料を映写するなど、各自工夫すること。発表後は全員で内容につい
ての討論を行い、問題意識を共有することとする。なお、学期初めに各々の関心に応じて、日本・
東洋美術史ゼミ、西洋美術史ゼミ、美学ゼミに分かれるので、各自、おおよその研究分野を決めて
おくこと。

第1回　ガイダンス：研究課題の設定について
第2回～第14回　研究発表および討論
第15回　フィードバック：今後の課題について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　研究発表および討論への参加の度合いにより評価する。研究発表については到達目標の達成度に
基づき評価する。

・原則として、毎回の演習への出席を必須とする。
・入念な準備、的確な問題設定と論考、新知見等が顕著なものについては、高い点を与える。

美学美術史学(演習III) (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習III) (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　各自の問題設定に応じて、必要となる先行研究や参考図書を早めに入手し、研究の適切な遂行に
努めること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自の研究の根幹をなす重要な演習なので、できるだけ早い時期にテーマを決定し、常時問題意
識を念頭において研究を進め、充実した研究発表を行うことが求められる。また、関連する芸術作
品に直接触れる機会を有するよう、常に努力してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
　研究テーマの選定や参考書籍についての疑問がある場合は、出来るだけ早目に教員に相談するこ
と。また、画像資料、映像資料の処理法に関しても、適宜相談を受け付けている。

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

美学美術史学(演習III) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 根立　研介
教授 文学研究科 中村　俊春
教授 文学研究科 平川　佳世
准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  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  美学美術史学の諸問題

 [授業の概要・目的]
　卒業論文の作成に向けて、受講者全員が各自設定した美学美術史学に関する問題について口頭発
表を行い、研究を進展させることを目指す。

 [到達目標]
・各自の問題意識に基づき研究課題を設定し、関連する研究動向を把握し、先行研究を的確かつ批
判的に理解する。
・各自設定した研究課題について先行研究を踏まえたうえで新知見をもって対処する力量や、論文
執筆にあたり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量を身につける。

 [授業計画と内容]
　受講者各自が卒業論文を視野に研究テーマを設定し、作成した原稿に基づき、定められた時間内
（20分～40分程度）で発表を行う。発表に際しては、必要に応じて、パワーポイント等で画像資料
を提示する、ビデオ等で映像資料を映写するなど、各自工夫すること。発表後は全員で内容につい
ての討論を行い、問題意識を共有することとする。なお、学期初めに各々の関心に応じて、日本・
東洋美術史ゼミ、西洋美術史ゼミ、美学ゼミに分かれるので、各自、おおよその研究分野を決めて
おくこと。

第1回　ガイダンス：研究課題の設定について
第2回～第14回　研究発表および討論
第15回　フィードバック：今後の課題について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　研究発表および討論への参加の度合いにより評価する。研究発表については到達目標の達成度に
基づき評価する。

・原則として、毎回の演習への出席を必須とする。
・入念な準備、的確な問題設定と論考、新知見等が顕著なものについては、高い点を与える。

美学美術史学(演習III) (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習III) (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
　各自の問題設定に応じて、必要となる先行研究や参考図書を早めに入手し、研究の適切な遂行に
努めること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自の研究の根幹をなす重要な演習なので、できるだけ早い時期にテーマを決定し、常時問題意
識を念頭において研究を進め、充実した研究発表を行うことが求められる。また、関連する芸術作
品に直接触れる機会を有するよう、常に努力してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
　研究テーマの選定や参考書籍についての疑問がある場合は、出来るだけ早目に教員に相談するこ
と。また、画像資料、映像資料の処理法に関しても、適宜相談を受け付けている。

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

美学美術史学(講読) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大谷大学　文学部　准教授 田中　健一

 

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  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  絵巻詞書をよむ。

 [授業の概要・目的]
日本美術史の研究を進める上では、作品を取り巻く様々な文字情報を読解し解釈することが必要と
なる。そのためにこの授業では、絵巻の詞書を主な対象として変体仮名読解の基礎的な練習を行い、
そのうえで、担当者を決めて訳註を作成する。また詞書と絵画表現との照合作業を併せて行い、美
術作品の分析能力を涵養する一助としたい。
日本美術史研究を進める上での基本図書も、授業の中で紹介する。

 [到達目標]
平安・鎌倉時代の絵巻詞書（仮名を中心とする）を、字書類を用いて８割程度の正確さで翻刻し、
釈文を作成できる。

 [授業計画と内容]
平安～鎌倉時代の絵巻の詞書を選読する。最初の数回は受講者全員で板書し、変体仮名を読む基礎
的な練習をする。受講者が変体仮名に慣れた時点で、受講者が事前に担当部分の資料（翻刻・現代
日本語訳・語釈）を作成したうえで発表する形式をとる。また、適宜、日本美術史研究の基本的な
参考文献を紹介する予定である。以下の授業計画は、受講生の関心や習熟状況によって変更する場
合がある。

第１回　オリエンテーション：授業の進め方と課題の確認
第２回　変体仮名基礎講読：配布テキストを翻刻し、すべての仮名の字母を確認する。
第３～５回　『地獄草紙』の詞書を翻刻し、字母を確認する。
第６　小テスト
第７～１３回　藤田美術館所蔵『玄奘三蔵絵』巻第七・第八を輪読する。受講者は、担当箇所の資
料（翻刻・現代日本語訳・語釈）を用意して発表し、該当箇所の絵画表現を説明する。担当箇所以
外についても予習し、授業内で発言すること。
第１４回　小テスト
第１５回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60％（出席、報告、授業内での発言）と授業内で行う試験40％によって評価する。
担当個所の報告について、入念な準備を行っているものには、高い点を与える。

美学美術史学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)  (2)

 [教科書]
使用するテキストほかの資料は、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
最初の数回（５回程度）は受講者全員の板書によって授業を進める。指定した箇所の本文をノート
に写したうえで授業に臨むこと。
受講者が変体仮名に慣れた段階で、担当者を決め、事前に作成した資料を発表する形式をとる。受
講者は担当箇所だけでなく、一通り確認したうえで授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
毎回ある程度の分量の翻刻作業を行ってもらうので、事前に準備をしておくことが望ましい。

※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>

美学美術史学(講読) 
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 高井　たかね

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  漢書講読

 [授業の概要・目的]
日本・東洋美術史学では、作品や作者を研究する際に様々な文献を読むことがしばしば要求される。
この授業では、漢文体で書かれた史料を読むための基礎的な能力を養うことを目的とする。清、李
漁『閒情偶寄』居室部をテキストとし、今年度は居室部窓欄から読みすすめる予定。授業では、出
席者に訓読および現代語訳をしてもらい、語法の確認をしながら漢文読解の訓練をおこなう。各回
の担当者を決めないので、全員毎回の予習が必要。

 [到達目標]
・漢文読解のための基礎的知識、能力を身につける。
・具体的には、漢文の語法について基礎的理解を得る、また訓読、現代語訳のために必要な基本的
な工具書を知り、それらを使いこなせるようになること。
・文章の背景にある中国文化に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　講義趣旨説明
清、李漁『閒情偶寄』の概要説明。授業の進め方、評価方法等についての確認。必要な工具書、参
考図書の紹介。

第2～14回　『閒情偶寄』居室部の精読
居室部・窓欄から読みすすめる予定。
進度は、はじめは半葉程度になるかと思われるが、これを２，３回続けたあとは1回に約一葉は進
むようになる。

第15回　総括
読解部分についてまとめ、疑問点を再考する。また、前回までの進み具合によっては引き続き輪読
をおこなうための予備日とする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
授業時の訓読・現代語訳のほか、出席も考慮する。

美学美術史学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)  (2)

 [教科書]
漢和辞典が必要。
テキスト，参考資料はコピーを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の精読箇所について、必ず予習が必要。漢和辞典等を使用して訓読、現代語訳しておく。

（その他（オフィスアワー等））
毎回、一定量のテキストを読むので、参加者には相応の予習が要求される。

※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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