
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

1330 003 国語学国文学 特殊講義 2 4 通年 火3 河村　瑛子 文献文化学1

1330 004 国語学国文学 特殊講義 2 4 通年 金5 宇佐美　文理 文献文化学2

1331 005 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 水4 須田　千里 文献文化学3

1331 006 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 水4 須田　千里 文献文化学4

1331 007 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 木2 佐野　宏 文献文化学5

1331 008 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 木2 佐野　宏 文献文化学6

1331 009 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 水3 長谷川　千尋 文献文化学7

1331 010 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 水3 長谷川　千尋 文献文化学8

1331 011 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 金2 乾　善彦 文献文化学9

1331 012 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 金2 乾　善彦 文献文化学10

1331 013 国語学国文学 特殊講義 2 2 前期 木4 大谷　俊太 文献文化学11

1331 014 国語学国文学 特殊講義 2 2 後期 木4 大谷　俊太 文献文化学12

1331 015 国語学国文学 特殊講義 30 2 前期 集中 阿部　泰郎 文献文化学13

1340 016 国語学国文学 演習 2 4 通年 金5 大槻　信 文献文化学14

1341 018 国語学国文学 演習 2 2 前期 金2 緑川　英樹 文献文化学15

1341 019 国語学国文学 演習 2 2 後期 金2 緑川　英樹 文献文化学16

1341 020 国語学国文学 演習 2 2 前期 月3 永渕　朋枝 文献文化学17

1341 021 国語学国文学 演習 2 2 後期 月3 永渕　朋枝 文献文化学18

1341 022 国語学国文学 演習 2 2 前期 水2 河合　眞澄 文献文化学19

1341 023 国語学国文学 演習 2 2 後期 水2 河合　眞澄 文献文化学20

M112 002 国語学国文学 演習 2 4 通年 火4 金光　桂子 文献文化学21

M112 001 国語学国文学 演習 2 4 通年 月5 大槻　信 文献文化学22

M112 003 国語学国文学 演習 2 4 通年 水1 大槻・金光・河村 文献文化学23

1431 005 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一 文献文化学24

1431 006 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一 文献文化学25

1431 007 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火2 道坂　昭廣 文献文化学26

1431 008 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火2 道坂　昭廣 文献文化学27

1431 009 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 火3 浅原　達郎 文献文化学28

1431 010 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 火3 浅原　達郎 文献文化学29

1431 011 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 木1 池田　巧 文献文化学30

1431 012 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 木1 池田　巧 文献文化学31

1431 013 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 水2 赤松　紀彦 文献文化学32

1431 014 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 水2 赤松　紀彦 文献文化学33

1431 015 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 前期 水3 小松　謙 文献文化学34

1431 016 中国語学中国文学 特殊講義 2 2 後期 水5 緑川　英樹 文献文化学35

1464 025 中国語学中国文学 外国語実習 2 1 前期 木4 王　ぎえん 文献文化学36

1464 026 中国語学中国文学 外国語実習 2 1 後期 木4 王　ぎえん 文献文化学37

M123 001 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 金3 平田　昌司 文献文化学38

M123 002 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 金3 平田　昌司 文献文化学39

M123 003 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 月4 木津　祐子 文献文化学40

M123 004 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 月4 木津　祐子 文献文化学41

M123 005 中国語学中国文学 演習 2 2 前期 水4 緑川　英樹 文献文化学42

M123 006 中国語学中国文学 演習 2 2 後期 水4 緑川　英樹 文献文化学43

担　　当　　者 備　　考 シラバス連番
科　目　名

【文献文化学】

講義コード 週
時
間

単
位

開
講
期

曜時限



科目コード 連番 専修・科目 講義形態
担　　当　　者 備　　考 シラバス連番

科　目　名講義コード 週
時
間

単
位

開
講
期

曜時限

M123 007 中国語学中国文学 演習 隔週2 2 通年 水2 木津・平田・緑川 文献文化学44

1530 003 中国哲学史 特殊講義 2 4 通年 金4 宇佐美　文理 文献文化学45

1531 004 中国哲学史 特殊講義 30 2 前期 集中 神塚　淑子 文献文化学46

1531 005 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一 文献文化学47

1531 006 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一 文献文化学48

1531 007 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 木2 武田　時昌 文献文化学49

1531 008 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 木2 武田　時昌 文献文化学50

1531 009 中国哲学史 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 文献文化学51

1531 010 中国哲学史 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 文献文化学52

1540 011 中国哲学史 演習 2 4 通年 水5 宇佐美　文理 文献文化学53

1541 012 中国哲学史 演習 2 2 前期 金3 吉本　道雅 文献文化学54

1541 013 中国哲学史 演習 2 2 後期 金3 吉本　道雅 文献文化学55

1541 014 中国哲学史 演習 2 2 前期 月3 古勝　隆一 文献文化学56

1541 015 中国哲学史 演習 2 2 後期 月3 古勝　隆一 文献文化学57

1541 016 中国哲学史 演習 2 2 前期 金2 中　純夫 文献文化学58

1541 017 中国哲学史 演習 2 2 後期 金2 中　純夫 文献文化学59

1633 005 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 水2 赤松　明彦 文献文化学60

1633 006 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 木2 VASUDEVA，Somdev 文献文化学61

1633 007 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 月2 Klebanov Andrey 文献文化学62

1633 008 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 水5 藤井　正人 文献文化学63

1633 009 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 水5 藤井　正人 文献文化学64

1633 010 インド古典学 特殊講義 2 2 前期 水4 CATT， Adam Alvah 文献文化学65

1633 011 インド古典学 特殊講義 2 2 後期 水4 CATT， Adam Alvah 文献文化学66

1633 029 インド古典学 特殊講義 30 2 前期 集中 ACHARYA, Diwakar

1644 012 インド古典学 演習 2 2 前期 月2 Klebanov Andrey 文献文化学67

1644 013 インド古典学 演習 2 2 前期 月4 志賀　浄邦 文献文化学68

1644 014 インド古典学 演習 2 2 後期 水2 赤松　明彦 文献文化学69

1644 015 インド古典学 演習 2 2 後期 木2 VASUDEVA，Somdev 文献文化学70

1643 016 インド古典学 演習 2 4 通年 火5 VASUDEVA，Somdev 文献文化学71

1644 017 インド古典学 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 文献文化学72

1644 018 インド古典学 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 文献文化学73

1644 019 インド古典学 演習 2 2 前期 金3 Klebanov Andrey 文献文化学74

1644 020 インド古典学 演習 2 2 後期 金3 Klebanov Andrey 文献文化学75

1644 021 インド古典学 演習 2 2 前期 火1 赤松・藤井・VASUDEVA・Klebanov 文献文化学76

1644 022 インド古典学 演習 2 2 後期 火1 赤松・藤井・VASUDEVA・Klebanov 文献文化学77

1653 023 インド古典学 講読 2 2 前期 月4 赤松　明彦 文献文化学78

1653 024 インド古典学 講読 2 2 後期 月4 藤井　正人 文献文化学79

1653 025 インド古典学 講読 2 2 前期 木3 Klebanov Andrey 文献文化学80

1653 026 インド古典学 講読 2 2 後期 木3 Klebanov Andrey 文献文化学81

1653 027 インド古典学 講読 2 2 前期 火2 赤松　明彦 文献文化学82

1653 028 インド古典学 講読 2 2 後期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean 文献文化学83

9616 123 インド古典学 語学 2 4 通年 水3 天野　恭子 大学院共通科目 文献文化学84

9617 124 インド古典学 語学 4 8 通年 月5.木5 Klebanov Andrey 大学院共通科目 文献文化学85

9633 140 インド古典学 語学 2 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目 文献文化学86
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9659 146 インド古典学 語学 2 2 前期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 文献文化学87

9660 147 インド古典学 語学 2 2 後期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 文献文化学88

1831 003 仏教学 特殊講義 2 2 前期 水3 宮崎　泉 文献文化学89

1831 004 仏教学 特殊講義 2 2 後期 水3 宮崎　泉 文献文化学90

1831 005 仏教学 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 文献文化学91

1831 006 仏教学 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 文献文化学92

1831 007 仏教学 特殊講義 2 2 前期 木5 室寺　義仁 文献文化学93

1831 008 仏教学 特殊講義 2 2 後期 木5 室寺　義仁 文献文化学94

1831 009 仏教学 特殊講義 2 2 前期 金2 DEROCHE，Marc-Henri Jean 文献文化学95

1841 010 仏教学 演習 2 2 前期 火3 宮崎　泉 文献文化学96

1841 011 仏教学 演習 2 2 後期 火3 宮崎　泉 文献文化学97

1841 012 仏教学 演習 2 2 前期 集中 加納　和雄 文献文化学98

1841 013 仏教学 演習 2 2 前期 水4 熊谷　誠慈 文献文化学99

1841 014 仏教学 演習 2 2 後期 水4 熊谷　誠慈 文献文化学100

1841 015 仏教学 演習 2 2 後期 金2 佐藤　直実 文献文化学101

1841 016 仏教学 演習 2 2 後期 月4 志賀　浄邦 文献文化学102

1841 017 仏教学 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 文献文化学103

1841 018 仏教学 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 文献文化学104

1851 019 仏教学 講読Ｉ 2 2 前期 木3 Klebanov Andrey 文献文化学105

1851 020 仏教学 講読Ｉ 2 2 後期 木3 Klebanov Andrey 文献文化学106

1853 021 仏教学 講読II 2 2 前期 火2 赤松　明彦 文献文化学107

1853 022 仏教学 講読II 2 2 後期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean 文献文化学108

9628 128 仏教学 語学 2 2 前期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 文献文化学109

9629 129 仏教学 語学 2 2 後期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 文献文化学110

9630 130 仏教学 語学 2 2 前期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 文献文化学111

9630 131 仏教学 語学 2 2 後期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 文献文化学112

3131 003 西洋古典学 特殊講義 2 2 後期 水5 CIESKO，Martin 文献文化学113

3130 004 西洋古典学 特殊講義 2 4 通年 月5 高橋　宏幸 文献文化学114

3140 005 西洋古典学 演習 2 4 通年 金4 高橋　宏幸 文献文化学115

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

3141 007 西洋古典学 演習 2 2 前期 水3 城江　良和 文献文化学116

3141 008 西洋古典学 演習 2 2 前期 月3 平山　晃司 文献文化学117

3151 009 西洋古典学 講読 2 2 前期 水4 高橋　宏幸 文献文化学118

3151 010 西洋古典学 講読 2 2 後期 水4 高橋　宏幸 文献文化学119

3151 011 西洋古典学 講読 2 2 前期 火2 山下　修一 文献文化学120

3151 012 西洋古典学 講読 2 2 後期 火2 山下　修一 文献文化学121

3231 005 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 前期 金2 中村　唯史 文献文化学122

3231 006 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 後期 金2 中村　唯史 文献文化学123

3231 007 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 2 前期 月4 大平　陽一 文献文化学124

3241 008 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 月4 Valerij Grecko 文献文化学125

3241 009 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 火2 中村　唯史 文献文化学126

3241 010 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 火5 中村　唯史 文献文化学127

3241 012 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 金3 服部　文昭 中世ロシア・スラブ文
献演習

文献文化学128

3241 011 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 金3 服部　文昭 古代教会スラブ語 文献文化学129
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3241 013 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 前期 金4 中村　唯史 文献文化学130

3241 014 スラブ語学スラブ文学 演習 2 2 後期 金4 中村　唯史 文献文化学131

3251 017 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 前期 水3 中村　唯史 文献文化学132

3251 018 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 後期 水3 中村　唯史 文献文化学133

3251 021 スラブ語学スラブ文学 講読 2 2 前期 火5 小山　哲 ポーランド語講読 文献文化学134

9641 133 スラブ語学スラブ文学 語学 2 4 通年 木4 Bogna Sasaki 学部共通科目 文献文化学135

9642 134 スラブ語学スラブ文学 語学 2 2 前期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目 文献文化学136

9642 135 スラブ語学スラブ文学 語学 2 2 後期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目 文献文化学137

3331 003 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 金3 川島　隆 文献文化学138

3331 004 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 金3 松村　朋彦 文献文化学139

3331 005 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 月4 奥田　敏広 文献文化学140

3331 006 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 月4 奥田　敏広 文献文化学141

3331 007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 金4 河崎　靖 文献文化学142

3331 008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 木3 TRAUDEN，Dieter 文献文化学143

3331 009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 木3 TRAUDEN，Dieter 文献文化学144

3331 010 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 前期 火3 岡田　暁生 文献文化学145

3331 011 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 火3 岡田　暁生 文献文化学146

3331 012 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 2 後期 木5 青木　三陽 文献文化学147

3345 017 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 2 前期 金5 松村　朋彦・川島　隆 文献文化学148

3345 018 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 2 後期 金5 松村　朋彦・川島　隆 文献文化学149

M183 001 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 前期 火2 松村　朋彦 文献文化学150

M183 002 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 後期 火2 松村　朋彦 文献文化学151

M183 003 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 前期 水3 川島　隆 文献文化学152

M183 004 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 2 後期 水3 川島　隆 文献文化学153

M194 001 英語学英米文学 特殊講義 2 1 前期 水2 家入　葉子 文献文化学154

M191 002 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 金2 廣田　篤彦 文献文化学155

M191 003 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 火3 佐々木　徹 文献文化学156

M191 004 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 月2 森　慎一郎 文献文化学157

M191 005 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 金2 若島　正 文献文化学158

M191 006 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水4 谷口　一美 文献文化学159

M191 007 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 水4 谷口　一美 文献文化学160

M191 008 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 金4 水野　尚之 文献文化学161

M191 009 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 金4 水野　尚之 文献文化学162

M191 010 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 木4 西村　秀夫 文献文化学163

M191 011 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 木4 西村　秀夫 文献文化学164

M191 012 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水2 服部　典之 文献文化学165

M191 013 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 月5 金澤　哲 文献文化学166

M191 014 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 火1 メドロック　麻弥 文献文化学167

M191 015 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 水5 里内　克巳 文献文化学168

M191 016 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 木2 藤井　光 文献文化学169

M191 017 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 火4 GALLIMORE，Daniel John 文献文化学170

M191 018 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 火4 GALLIMORE，Daniel John 文献文化学171

M191 019 英語学英米文学 特殊講義 2 2 前期 水1 Karin L. Swanson 文献文化学172

M191 020 英語学英米文学 特殊講義 2 2 後期 水1 Karin L. Swanson 文献文化学173



科目コード 連番 専修・科目 講義形態
担　　当　　者 備　　考 シラバス連番

科　目　名講義コード 週
時
間

単
位

開
講
期

曜時限

M191 021 英語学英米文学 特殊講義 30 2 前期 集中 西村　義樹

M191 022 英語学英米文学 特殊講義 30 2 前期 集中 小林　久美子 文献文化学174

M193 023 英語学英米文学 演習 2 2 前期 金3 若島　正 文献文化学175

M193 024 英語学英米文学 演習 2 2 後期 金3 若島　正 文献文化学176

M193 025 英語学英米文学 演習 2 2 前期 火2 佐々木　徹 文献文化学177

M193 026 英語学英米文学 演習 2 2 後期 火2 佐々木　徹 文献文化学178

M193 027 英語学英米文学 演習 2 2 前期 水5 家入　葉子 文献文化学179

M193 028 英語学英米文学 演習 2 2 後期 水5 家入　葉子 文献文化学180

M193 029 英語学英米文学 演習 2 2 前期 水3 廣田　篤彦 文献文化学181

M193 030 英語学英米文学 演習 2 2 後期 水3 廣田　篤彦 文献文化学182

M193 031 英語学英米文学 演習 2 2 前期 月4 森　慎一郎 文献文化学183

M193 032 英語学英米文学 演習 2 2 後期 月4 森　慎一郎 文献文化学184

3630 005 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 4 通年 水4 田口　紀子 文献文化学185

3630 006 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 4 通年 月4 増田　眞 文献文化学186

3631 007 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木2 永盛　克也 文献文化学187

3631 008 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木2 永盛　克也 文献文化学188

3631 009 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木3 Guillaume PERRIER 文献文化学189

3631 010 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木3 Guillaume PERRIER 文献文化学190

3631 011 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 水5 王寺　賢太 文献文化学191

3631 012 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 水5 王寺　賢太 文献文化学192

3631 013 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 金2 森本　淳生 文献文化学193

3631 014 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 月5 塩塚　秀一郎 文献文化学194

3631 015 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 月5 塩塚　秀一郎 文献文化学195

3631 016 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 木5 村上　祐二 文献文化学196

3631 017 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 後期 木5 村上　祐二 文献文化学197

3631 018 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 金4 小栗栖　等 文献文化学198

3631 019 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 2 前期 集中 小栗栖　等 文献文化学199

3645 025 フランス語学フランス文学 演習 2 2 前期 木4 Guillaume PERRIER 文献文化学200

3645 026 フランス語学フランス文学 演習 2 2 後期 木4 Guillaume PERRIER 文献文化学201

M202 001 フランス語学フランス文学 演習 2 4 通年 火4 増田・田口・永盛 文献文化学202

M203 002 フランス語学フランス文学 演習 2 2 前期 火3 Guillaume PERRIER 文献文化学203

M203 003 フランス語学フランス文学 演習 2 2 後期 火3 Guillaume PERRIER 文献文化学204

3730 002 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 火2 天野　惠 文献文化学205

3730 003 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水2 村瀬　有司 文献文化学206

3730 004 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水3 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学207

3730 005 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 4 通年 水5 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学208

3731 006 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 2 後期 月2 内田　健一 文献文化学209

3740 007 イタリア語学イタリア文学 演習 隔週4 4 通年 木1.木2 天野・村瀬・LIMONGELLI 文献文化学210

3740 008 イタリア語学イタリア文学 演習 2 4 通年 火4 天野　惠 文献文化学211

3740 009 イタリア語学イタリア文学 演習 2 4 通年 金3 村瀬　有司 文献文化学212

3762 013 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 2 2 通年 火3 Marco Daniele LIMONGELLI 文献文化学213



文献文化学1

授業科目名
　<英訳>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 河村　瑛子

 

配当
学年  1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  古俳諧研究

 [授業の概要・目的]
　近世前期に花開いた古俳諧は、史上初めて俗語を大量に取り込んだ文学ジャンルである。その作
品群には、和漢雅俗にわたるあらゆる事象が、言葉の連想によって紡ぎ出されている。総じて、過
去の文献を正確に読み解くためには、言葉の精密な意味合いを知り、その背後にある世界観を把握
する必要があるが、古俳諧作品は、そうした問題に迫るための格好の資料である。本講義では、古
俳諧の所産である史上最大の連想語辞書『俳諧類船集』の読解を通して、古人の精神世界に分け入
りたい。
　『俳諧類船集』に記された連想語群は、近世前期以前の共通認識を反映しており、通常の文献か
らは気付きにくいような、言葉の微妙なニュアンスを教えてくれる。たとえば、「笑（わらふ）」
の項目には、花、虎渓の橋、下手芸、人のうはさ、えな捨る、えせ物、生子などの言葉が列挙され
ており、これらを一覧しただけでも、「笑ふ」と「笑む」とがどのように異なるのかといった問題
や、当該語に備わる正負のニュアンス、この行為の文化史的な意味にまで想像が広がってくるだろ
う。
　本授業では、『類船集』の連想語のネットワークを分析する方法とその意義について、実践的に
学ぶ。併せて、その背景にある俳文学の基礎知識と研究上の諸問題についても学習する。
　本講義は、古文献の基礎的な調査方法を習得する場であり、近世文学研究の立場にとどまらず、
様々な角度から取り組むことが可能である。受講者が各々の専門的研究へとつながる知見や視座を
獲得する場となることを期待する。

 [到達目標]
古文献を実証的に解釈するための方法を習得する。くずし字読解能力を身につけ、多様な資料の性
格を把握しつつ運用することを通して、古文献を取り扱うための基礎力を獲得する。付合文芸の特
色や史的展開を踏まえ、古俳諧の文学史的・文化史的意義を理解する。

 [授業計画と内容]
第１回　授業の進め方、『俳諧類船集』の概要、編者について

第２回～第６回　古俳諧概説と研究上の諸問題

古俳諧・俳文学の基礎知識について、作品を読解しつつ講義する。適宜古典籍の現物を用い、俳諧
資料の世界を実践的に学ぶ。具体的には、以下の内容を扱う。なお、授業の進行度や受講者の理解
の度合いによって、内容や順序を変更する場合がある。
    ・俳諧の発生と付合文芸史
    ・古俳諧の資料的特性
    ・連句の規則と表現上の特徴
    ・俳諧資料の種類、俳書出版史
    ・俳人の手紙
    
第７回～第１４回　『俳諧類船集』精読

『類船集』の幾つかの項目を取り上げて実際に注釈的考察を行い、その成果を文学作品の解釈に還

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

元する手法について講義する。特に下記の内容について、それぞれ１～２回を充てて検討する。
    ・基本語の分析
    ・類義語の分析
    ・地名の分析
    ・文章部分の構造
    ・小袖雛形本との関わり
    ・隣接諸学との関わり
    
第１５回　前期の総括、発表の順番決めと発表手順の説明

第１６回～第３０回　受講者による発表

・受講者１～２名で１項目を担当し、担当箇所の本文翻刻と注釈を行う。具体的には、見出し語と
連想語との関係性を文献上の根拠に即して考察し、そこから浮かび上がる問題点について論じても
らう。
・発表者の報告に基づいて討議を行い、内容を吟味する。連想関係が難解なものも多いため、受講
者全員が該当箇所の予習をし、自身の見解を持って授業に臨むこと。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加度（10%）、前期に数度行うくずし字読解テスト(20%)、発表(30%)、年度末のレポー
ト（40%）による。発表・レポートついては到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配付する。

 [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]
　版本・写本および書簡資料など文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求めら
れる。授業で扱う資料の予習復習はもちろん、それ以外にも、不断に古典籍に親しむこと。本学の
図書館には大量の古典籍が所蔵されており、近年は、国会図書館をはじめ、古典籍の画像をインタ
ーネット上で公開している機関も多いので、学びの材料には事欠かないはずである。
　『類船集』研究には、古俳諧をはじめとした和漢の古典文学作品はもちろん、近世期の随筆類、
歴史資料や図像資料、時には民俗学・文化人類学の成果をも参照することが求められる。専門分野
にかかわらず、日頃から広い分野の読書を心がけること。

国語学国文学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(3)

（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>

国語学国文学(特殊講義)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
中国古典を読むための基礎知識を身に付けるとともに、漢文読解力の習得と向上を目的とする。最
初の数時間は、出典を調べながら漢文を読む作業がどのようなものなのか等について概説をし、そ
の後、唐宋八家文としても著名な蘇東坡の文章を選読する。

 [到達目標]
漢文を読むために必要な諸々の知識を身につける。出典を調べながら漢文が読めるようになる。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンス
２　漢文の読み方、調べ方（１）
３　漢文の読み方、調べ方（２）
４　漢文の読み方、調べ方（３）、対句の読み（１）
５　漢文の読み方、調べ方（４）、対句の読み（２）
６　経書の注疏の読み方（１）
７　経書の注疏の読み方（２）
８　荀卿論１
９　荀卿論２
10　韓愈論１
11　韓愈論２
12　楽全先生文集敍１
13　楽全先生文集敍２
14　楽全先生文集敍３
15　六一居士文集敍１　
16　六一居士文集敍２
17　邵茂誠文集敍１
18　邵茂誠文集敍２
19　牡丹記敍
20　張厚之忠甫字説
21　寶繪堂記
22　李氏山房蔵書記
23　方山子伝
24　司馬温公神道碑１
25　司馬温公神道碑２
26　司馬温公神道碑３
27　司馬温公神道碑４

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（予習と毎時の発表）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
最初は講義形式の中に、練習問題などをその場でやる形を取りますが、その後、蘇東坡を読む段階
になると、綿密な予習が必要になります。

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1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  芥川龍之介

 [授業の概要・目的]
　芥川龍之介は日本を代表する短編小説作家である。この授業では、代表作を中心にその成立過程
や材源を探るとともに、モチーフやテーマを考察し、精緻な読解を目指す。併せて、受講生の批判
意識を深め、研究の手法を学ぶ。なお、後期の履修を推奨する。

 [到達目標]
　芥川龍之介に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分の考え
を論理的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交換をしな
がらさらに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。批
判的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。

 [授業計画と内容]
　芥川龍之介の研究において受講生の批判意識を深め、研究の手法を学ぶべく、毎回作品や講義内
容に関する質問、意見、感想などを書いて貰う。教員は、それを踏まえて講義を行い、成立事情や
語句の意味を解明し、作品の発想基盤、構成、主題を追究していく。 
　学生は、教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業
に出席するとともに、自宅において、質問や意見を用紙に記入し、授業の際に提出する。  
　全体の授業内容を踏まえて受講生全員でレポートを書く。なお、理解の程度にあわせて進度や内
容を調整することがある。 
第1回　ガイダンス。芥川龍之介の生涯と作品 
第2回～14回　「羅生門」「地獄変」「奉教人の死」「忠義」「偸盗」「さまよへる猶太人」「る
しへる」「じゆりあの・吉助」「おぎん」。 
第15回　レポート提出。
第16回　フィードバック(レポートの講評)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
質問・意見等の表明５割、レポート５割。

 [教科書]
プリントを配布することがある。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業に出席す
るとともに、自宅において、質問や意見等を用紙に記入し、授業の際に提出する。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1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  谷崎と鏡花

 [授業の概要・目的]
　谷崎潤一郎と泉鏡花は、いずれも日本近代文学を代表する耽美派作家である。この授業では主と
してその代表作を取り上げ、作品内容の理解・注釈・先行論文の読解による新たな作品像の構築を
目指す。教室で意見交換することによって、お互いの知見を高めていきたい。 なお、前期の履修を
推奨する。

 [到達目標]
　谷崎潤一郎と泉鏡花に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自
分の考えを論理的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交
換をしながらさらに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していける
こと。批判的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。

 [授業計画と内容]
　谷崎潤一郎と泉鏡花の研究において受講生の批判意識を深め、研究の手法を学ぶべく、毎回作品
や講義内容に関する質問、意見、感想などを書いて貰う。教員は、それを踏まえて講義を行い、成
立事情や語句の意味を解明し、作品の発想基盤、構成、主題を追究していく。 
　学生は、教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業
に出席するとともに、自宅において、質問や意見を用紙に記入し、授業の際に提出する。  
　全体の授業内容を踏まえて受講生全員でレポートを書く。なお、理解の程度にあわせて進度や内
容を調整することがある。 
第1回　ガイダンス。谷崎潤一郎の生涯と作品 
第2回～第7回　谷崎潤一郎「刺青」「乱菊物語」「春琴抄」「少将滋幹の母」。
第8回　泉鏡花の作品と生涯。
第9回～14回「化銀杏」「薬草取」「続銀鼎」「紅玉」。なお、教科書収録の佐藤春夫の詩、徳田
秋声「町の踊り場」を取り上げる場合もある。
第15回　レポート提出。 
第16回　フィードバック(レポートの講評)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
質問・意見等の表明５割、レポート５割。

 [教科書]
須田・三品・外村・大木・荒井編 『谷崎と鏡花』（おうふう）
谷崎潤一郎  『春琴抄』（新潮文庫）ISBN:978-4-10-100504-1
谷崎潤一郎 『少将滋幹の母　』（新潮文庫）ISBN:978-4-10-100509-6

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業に出席す
るとともに、自宅において、質問や意見等を用紙に記入し、授業の際に提出する。   

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅰ

 [授業の概要・目的]
本講義では、『時代別国語大辞典上代編』（三省堂、第10刷）の「未詳語彙」を中心に語彙研究を
行う。語彙分析は使用される個々の作品解釈や前後の時代の語彙に照らして総合的に記述される。
語彙研究の方法は関係する諸領域に波及するところが少なくない。そのため、文系・理系を問わず
に自ら資料や用例と向き合うことで、言語分析の観点を涵養するには最適である。最初にいくつか
の見本を講義形式で提示するので、それに倣って自らの担当項目を選別し研究発表を行ってもらう。
全ての回ではないが主として演習形式で講義を進める。古辞書の性質や使い方、用例の書誌といっ
た日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得することを目的とする。

 [到達目標]
古辞書の性質や使い方、用例の書誌といった日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得
することを目的とする。

 [授業計画と内容]
１　導入　上代語概説 
２　個別検討①（名詞語彙の場合） 
３　個別検討②（動詞語彙の場合） 
４　動詞派生一覧（プリントを配付する） 
５　形態論概説 
６　個別検討：演習形式①名詞（5回） 
７　個別検討：演習形式②動詞（4回）
全14回である。

 [履修要件]
途中から演習形式での授業になるので、

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、期末のレポート試験70％、平常点30％によって評価する。レポート試験の課題は講義中に
指示する。その採点基準は、問題設定30点、解決方法50点、結論20点の100点満点で評価する。な
お口頭発表を受講者に求めることがあるが、これをもって平常点とする

 [教科書]
井手至 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）（レポート作成に使用するので購入しておくこと  ）

萬葉集のテキストは、『萬葉集』本文篇（塙書房）でもかまわないが、主要な資料になるので、本
文が確認できるものを用意してほしい。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習形式での授業になるので、事前に調査と分析をする必要がある他、他の受講性の発表資料につ
いて自らも検証すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは原則として講義終了後の1時間を充てるが、個別の質疑の内容によっては、別途
日時を定める。この点は受講者と個別に相談して決める。

※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>

国語学国文学(特殊講義) 
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅱ

 [授業の概要・目的]
本講義では、『時代別国語大辞典上代編』（三省堂、第10刷）の「未詳語彙」を中心に語彙研究を
行う。語彙分析は使用される個々の作品解釈や前後の時代の語彙に照らして総合的に記述される。
語彙研究の方法は関係する諸領域に波及するところが少なくない。そのため、文系・理系を問わず
に自ら資料や用例と向き合うことで、言語分析の観点を涵養するには最適である。最初にいくつか
の見本を講義形式で提示するので、それに倣って自らの担当項目を選別し研究発表を行ってもらう。
全ての回ではないが主として演習形式で講義を進める。古辞書の性質や使い方、用例の書誌といっ
た日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得することを目的とする。  

 [到達目標]
古辞書の性質や使い方、用例の書誌といった日本語史研究における語彙研究の基礎的な知識を習得
することを目的とする。

 [授業計画と内容]
１　導入　上代語概説 
２　個別検討①（形状言の場合） 
３　個別検討②（意味分化の実態） 
４　動詞派生一覧（プリントを配付する） 
５　形態論概説 
６　個別検討：演習形式 
７　個別検討：演習形式

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、期末のレポート試験70％、平常点30％によって評価する。レポート試験の課題は講義中に
指示する。その採点基準は、問題設定30点、解決方法50点、結論20点の100点満点で評価する。な
お口頭発表を受講者に求めることがあるが、これをもって平常点とする。

 [教科書]
井手至 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

国語学国文学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習形式の授業であるから、配布された資料について自ら検証をすること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは木曜日４限である

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1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  冷泉流古今和歌集注釈書とその周辺

 [授業の概要・目的]
　 和歌の家、冷泉家の歌学とはいかなるものであったか。その実態は十分に明らかであるとは言え
ない。そこでまずは室町時代の冷泉持為の講釈に基づく『古今和歌集』注釈書により、その特質や
系譜を探る。その上で、初代為相の門人であるという大江広貞の古今注に遡り、さらにいわゆる冷
泉流伊勢物語注釈書群と古今注との関係、古今伝授のありようなどに考察を進める。

 [到達目標]
　レポート課題に対して、独自に問題を設定した上で、自主的な資料収集、問題の考察を行い、適
切な文章にまとめる能力を養う。

 [授業計画と内容]
①冷泉持為注（５回程度） 
②大江広貞注（４回程度） 
③伊勢物語注釈書との関係（３回程度） 
④古今伝授と切紙（１回程度）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートによる。

 [教科書]
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]
学期末レポートの準備。

（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>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1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  定家偽書・冷泉流注釈書の享受 

 [授業の概要・目的]
　藤原定家に仮託された一連の歌論書や、前期に考察の対象とした冷泉流の古典注釈書の享受が、
中世文学において一つの核を成すに至ることは従来指摘されている通りであるが、本講義では、そ
の個別の状況を改めて辿りながら、一連の書が影響を及ぼした文化圏について考察する。

 

 [到達目標]
当該範囲の文学史の基礎知識を習得する。

 [授業計画と内容]
①定家偽書概説（１回） 
②心敬の歌論・連歌論その他（５回程度） 
③了俊、正徹その他（３回程度） 
④世阿弥の能・能楽論（４回程度）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験による。

 [教科書]
使用しない
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
学期末試験に向けての準備。

（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>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文字・ことば・絵―あらたな文字生活史の構想―

 [授業の概要・目的]
ことばの歴史を考えるとき、文字資料はわれわれに与えられた唯一の資料である。しかし、文字が
どのように「ことば」をあらわしているかについては、表意か表音かといった区別以外に、それほ
ど意識されていなかったのではないか。また、20世紀言語学の基礎を築いたソシュールの言語観で
は、書記の唯一の存在理由は「ことばを書きあらわすこと」であり、文字はことばを書きあらわす
ための記号ということになる。しかし、歴史的にみて、文字はことばを書きあらわすためだけにあ
ったのではない。そんな疑問から出発して、ことばと文字との関係について考え、さらに文字と絵
との関係を視野にいれて、日本語の歴史記述の中に、あらたな「文字生活史」という観点を構想し
てみたい。

 [到達目標]
・文字と「ことば」との基本的概念を理解して、日本語の書記に関する客観的な議論ができるよう
になること。
・日本語の歴史についての、みずからの歴史観を構築すること。
・文献資料の特性を学び、文献資料についての理解を深めること。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の項目について、講義を進める。しかしながら、日々提供される新しい資料や課題に
ついて、それを優先するために、課題を変更することがある。歴史は常に動いているからである。
１．「言語」にとっての、「文字」あるいは「書記」とは。（１～３週）
２．日本語研究史上の「書記」。（４～５週）
３．漢字のしくみと日本語における漢字の機能。（６～７週）
４．「絵」と「文字」の共存資料。（８～９週）
５．「ことば」の表記と「絵」との関係。（10～14週）
６．「文字生活史」という視点（15週）

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（学期末）100%、以下の観点から総合的に評価する。
・レポートの課題を適切に設定できること。
・課題を解決するための適切な方法が採用されていること。
・歴史資料について適切な扱いがなされていること。
・オリジナリティーがあること。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
金水敏・乾善彦・渋谷勝己 『シリーズ日本語史４日本語史のインタフェース』（岩波書店）ISBN:
978-4-00-028130-0（第二章・第三章）
高田博行、渋谷勝己、家入葉子編 『歴史言語社会学入門』（大修館書店）ISBN:978-4-469-21350-8
（第五章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一時間目に概略を説明し、その他、適宜授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
さまざまな情報については、適宜授業中に指示する。

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文字・ことば・絵―あらたな文字生活史の構想―

 [授業の概要・目的]
ことばの歴史を考えるとき、文字資料はわれわれに与えられた唯一の資料である。しかし、文字が
どのように「ことば」をあらわしているかについては、表意か表音かといった区別以外に、それほ
ど意識されていなかったのではないか。また、20世紀言語学の基礎を築いたソシュールの言語観で
は、書記の唯一の存在理由は「ことばを書きあらわすこと」であり、文字はことばを書きあらわす
ための記号ということになる。しかし、歴史的にみて、文字はことばを書きあらわすためだけにあ
ったのではない。そんな疑問から出発して、ことばと文字との関係について考え、さらに文字と絵
との関係を視野にいれて、日本語の歴史記述の中に、あらたな「文字生活史」という観点を構想し
てみたい。

 [到達目標]
・文字と「ことば」との基本的概念を理解して、日本語の書記に関する客観的な議論ができるよう
になること。
・日本語の歴史についての、みずからの歴史観を構築すること。
・文献資料の特性を学び、文献資料についての理解を深めること。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の項目について、講義を進める。しかしながら、日々提供される新しい資料や課題に
ついて、それを優先するために、課題を変更することがある。歴史は常に動いているからである。
１．「言語」にとっての「文字」と「絵」（復習）。（１～２週）
２．古代の絵と文字との融合資料。（３～４週）
３．絵による情報添加資料の諸相。（５～７週）
４．絵巻・絵本の表現性の諸相。（８～10週）
５．文字を取り巻く環境。（11～13週）
６．絵の中に描かれた文字。（14週）
７．あらたな文字生活史の構想（まとめ）。（15週）

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（学期末）100%、以下の観点から総合的に評価する。
・レポートの課題を適切に設定できること。
・課題を解決するための適切な方法が採用されていること。
・歴史資料について適切な扱いがなされていること。
・オリジナリティーがあること。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
金水敏・乾善彦・渋谷勝己 『シリーズ日本語史４日本語史のインタフェース』（岩波書店）ISBN:
978-4-00-028130-0（第二章・第三章）
高田博行、渋谷勝己、家入葉子編 『歴史言語社会学入門』（大修館書店）ISBN:978-4-469-21350-8
（第五章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一時間目に概略を説明し、その他、適宜授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
さまざまな情報については、適宜授業中に指示する。

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

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都女子大学 大谷　俊太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世初期宮廷文学論

 [授業の概要・目的]
　安土桃山文化・寛永文化において宮廷の果たした役割を、文学研究の立場から、具体的・実証的
に考察することを目的とする。 
　これまで、室町末・江戸初期の文学と言えば、俳諧・御伽草子・仮名草子・浮世草子などの新興
の俗文学の台頭に眼が向けられがちであった。しかし、この時代、中世以来の和歌・連歌・漢詩と
いった伝統的文学も変わらず作り続けられ、古今集や伊勢物語・源氏物語などの古典の注釈が、学
問としてその精度を上げてもいた。そのように、雅文学は宮廷を頂点として、より洗練の度合いを
高め、周囲からも尊重され続けており、むしろ雅文学に牽引されるかたちで、俗文学の台頭も行わ
れたと考えられる。 
　そのような近世初期宮廷文学の特質とその意義について、具体的作品・資料を採り上げ、当代文
化との関わりに留意しつつ、具体的に明らかにすることを試みる。 

 [到達目標]
〇古今集以来の和歌の伝統的世界、それに連なる連歌・物語の世界についての基本的知識を得る。 
〇和歌や物語について中世・近世における享受史の流れを理解する。 
〇室町末・江戸初期の天皇・公家たちの文学活動の実態について具体的に理解する。 
〇彼らは古典に何を読み取り、彼らの作品に何を表そうとしたのかについて考えてみる。 
〇雅文学に対する狂歌・俳諧や笑話などの面白さを理解する。 

 [授業計画と内容]
　適宜資料を配付し、近世初期宮廷文学に関する資料・作品を読みつつ、講義形式で進める。 
第1回～第4回　伊勢物語古注釈の世界　 
第5回～第8回　和歌の読み方と詠み方 
第9回・第10回　和歌の故実と作法 
第11回～第14回　歌学の教授と伝受　 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末提出のレポート（100％）により評価する。

 [教科書]
講義中にプリントを配布する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
〇予め室町時代・江戸時代の文学史についての基礎知識を持っていることが望ましい。
〇授業後に、配布された資料を見直し、提示された参考資料を適宜図書館などで確認して行くこと
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>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都女子大学 大谷　俊太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世初期宮廷文学論

 [授業の概要・目的]
　安土桃山文化・寛永文化において宮廷の果たした役割を、文学研究の立場から、具体的・実証的
に考察することを目的とする。 
　これまで、室町末・江戸初期の文学と言えば、俳諧・御伽草子・仮名草子・浮世草子などの新興
の俗文学の台頭に眼が向けられがちであった。しかし、この時代、中世以来の和歌・連歌・漢詩と
いった伝統的文学も変わらず作り続けられ、古今集や伊勢物語・源氏物語などの古典の注釈が、学
問としてその精度を上げてもいた。そのように、雅文学は宮廷を頂点として、より洗練の度合いを
高め、周囲からも尊重され続けており、むしろ雅文学に牽引されるかたちで、俗文学の台頭も行わ
れたと考えられる。 
　そのような近世初期宮廷文学の特質とその意義について、具体的作品・資料を採り上げ、当代文
化との関わりに留意しつつ、具体的に明らかにすることを試みる。

 [到達目標]
〇古今集以来の和歌の伝統的世界、それに連なる連歌・物語の世界についての基本的知識を得る。 
〇和歌や物語について中世・近世における享受史の流れを理解する。 
〇室町末・江戸初期の天皇・公家たちの文学活動の実態について具体的に理解する。 
〇彼らは古典に何を読み取り、彼らの作品に何を表そうとしたのかについて考えてみる。 
〇雅文学に対する狂歌・俳諧や笑話などの面白さを理解する。 

 [授業計画と内容]
　適宜資料を配付し、近世初期宮廷文学に関する資料・作品を読みつつ、講義形式で進める。 
第1回～第4回　後陽成院と近衛前久　 
第5回～第8回　三藐院近衛信尹の文事 
第9回・第10回　室町狂歌と古俳諧 
第11回～第14回　後水尾院歌壇　 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末提出のレポート（100％）により評価する。

 [教科書]
講義中にプリントを配布する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
〇予め室町時代・江戸時代の文学史についての基礎知識を持っていることが望ましい。
〇授業後に、配布された資料を見直し、提示された参考資料を適宜図書館などで確認して行くこと
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>

国語学国文学(特殊講義)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 名古屋大学人文学研究科　教授 阿部　泰郎

 

配当
学年  1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  宗教テクストとしての中世宗教文芸の探究

 [授業の概要・目的]
宗教の時代というべき中世日本が創出した豊かな文化は、文芸の領域においてこそ、その真の達成
をとらえ、その果実を味わうことができるだろう。この、文学・芸術・芸能にわたる文芸の価値と
意義を、等しく普遍化して分節・認識する方法・視点として、全てをテクストとする解釈格子の座
標に重ねて、その生成と変容、それがもたらす転換や解釈等の多元的諸運動をとらえる試みがなさ
れてよい。人類文化の生み出すテクストの最もすぐれて大規模な活動は、宗教においてあらわれる。
日本中世においてそれはどのような文芸として生みだされたか。具体的には、諸位相のテクスト複
合である文芸の結晶としての絵巻や絵伝、また宗教と文芸の交錯する接点に著された「対話様式」
テクストなどを取り上げて、歴史的背景に注目しつつ、その豊かな世界を探究する。

 [到達目標]
中世文芸の達成としての諸作品が、テクストとして普遍的な法則・文法の許で分析・解釈できるこ
とを理解し、その基盤である宗教が、テクストの生成と受容を介して文化を構築していった歴史上
の諸事象を、より広い視野で考察できるようにしよう。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のテーマに沿って講義を行うが、必ずしも順番通りに行うとは限らない。講義の展開
上、特定の作品等のテクストを重点的に扱うこともあり、その上で随時、各テーマに言及すること
があることを承知していただきたい。なお、以下に挙げた作品の全てに言及するとは限らない。

第一講　聖典と正典化―経典・日本紀・太子伝とその注釈・再テクスト化
第二講　聖典の位相変換あるいは多声化―三教指帰・聞持記・高野物語
第三講　儀礼と権威の創出もしくは戯画化―栄花物語と大鏡
第四講　記憶と再現前ないし仮構・捏造される記憶―今鏡・水鏡・増鏡と宝物集
第五講　聖と俗の転位―信貴山縁起絵巻・秋の夜の長物語
第六講　性の越境と転換―新蔵人物語・児今参物語
第七講　図像の物語による解釈と再テクスト化―法然上人絵伝と親鸞聖人伝絵
第八講　国土観の形象と神仏の象徴図像―聖徳太子絵伝・融通念仏縁起絵巻・六十六部縁起
第九講　正統性と真正性をめぐる抗争：宗論と論争テクスト―野守鏡・七天狗絵・一遍聖絵
第十講　中世日本の世界像―絵ものがたりメディアと「対話様式」テクストの世界から
第十一講　総合討論―質疑応答とアドヴァイス

 [履修要件]
受講者が興味や関心をもつ中世文芸の代表的なテクスト
例：平家物語、古今著聞集、とはずがたり、増鏡、世阿弥・元雅作の能、西行のテクスト（山家集、
西行物語絵巻、撰集抄）、鴨長明のテクスト（方丈記、無名抄、発心集）、阿仏尼のテクスト（う
たたね、十六夜日記、庭の訓）、新古今和歌集など
その他どんな作品でも、一つ以上あらかじめ精読しておくこと。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎日、講義終了時にコメントペーパー（感想・質問等）の提出を求め、計4回（各10点）と、終了
後のレポート（自由題：60点）の合計によって評価する。積極的な批判、意見を高く評価する。

 [教科書]
講師が作成した資料集を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
『中世日本の宗教テクスト体系』（2013年）『湯屋の皇后』（1998年）『聖者の推参』（2001年）
※いずれも名古屋大学出版会

 [授業外学習（予習・復習）等]
履修要件と共通。更に講義を契機にあらたなテクストの解読や解釈に挑戦してほしい。講義で扱う
テクストの舞台の多くは、洛中洛外にある。その場をぜひ訪れてみてほしい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『類聚名義抄』の研究

 [授業の概要・目的]
平安時代の日本語資料として最も重要度が高いものの一つである『類聚名義抄』をとりあげ、演習
形式で研究を行う。
古辞書についての基礎知識を獲得し、古辞書を日本語・日本文学の研究資料として使用するための
方法・視点を学ぶことを目的とする。
授業では、調べ、考える楽しさを重視する。

 [到達目標]
古辞書についての基礎知識を獲得し、様々な工具書を用いて古辞書を解読し、そこに現れた日本語
などについて考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
本演習では、古代最大の辞書である『類聚名義抄』をとりあげ、その研究を行う。
様々な原材料をもとに編纂されている古辞書の記述を分析しながら読解する。出典を確かめ、辞書
の体例・システムについて考察し、それぞれの現象についてその意味するところを考える。その過
程で、表記・音韻・語彙といった種々の方面から検討を加えていく。日本語史、訓読語、古辞書に
興味がある人には面白いものとなろう。
年度はじめ数回をイントロダクションと古辞書入門にあてる。
その後、受講者による発表形式で進める。発表者は辞書の一部分を担当し、担当部分から問題点を
見つけ出し、発表する。
授業では受講者からの積極的な発言を歓迎し、活発な議論が行われることを期待している。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は発表によって評価し、授業中の発言等を平常点として加味する。

 [教科書]
資料のコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
レファレンスとして『日本古辞書を学ぶ人のために』（世界思想社、1995）が手元にあると便利で
あろう。詳しくは授業時に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者全員がその時間に取り上げる該当部分について予習した上で授業にのぞむこと。

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

国語学国文学(演習)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『唐宋詩挙要』選読 

 [授業の概要・目的]
桐城派の高歩瀛（1873～1940）が編纂した『唐宋詩挙要』巻四「五言律詩」のなかから、唐詩を精
読する。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身につけるとと
もに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。 

 [到達目標]
・近体詩の形式・語法に関する基本知識を習得する。 
・典故や用例を精査したうえで、詳密かつ精確な注釈を作成する方法を学ぶ。 
・唐代の代表的詩人の伝記と文学について理解を深める。

 [授業計画と内容]
『唐宋詩挙要』巻四「五言律詩」の冒頭、王勃「送杜少府之任蜀州」（上海古籍出版社標点本、下
冊407頁）から読み進める。授業は、原則として一首ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細
な訳注を作成してもらう。それをたたき台として、受講者全員で討論、検討してゆく。 
第1回　イントロダクション 
テキストについての概説。参考文献を紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。 
第2回～第14回　唐代五言律詩の精読 
『唐宋詩挙要』巻四の王勃「送杜少府之任蜀州」から読み進め、毎回１首のペースで作品解釈につ
いて討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、初唐詩から盛唐詩への歴史的展開についてまとめる。

 [履修要件]
国語学国文学専修所属の大学院生に限る。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）60％および期末の訳注稿提出40％による。

 [教科書]
高歩瀛 『唐宋詩挙要』（上海古籍出版社ほか）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
高歩瀛注は読んでおくこと。  

（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>

国語学国文学(演習)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『唐宋詩挙要』選読

 [授業の概要・目的]
桐城派の高歩瀛（1873～1940）が編纂した『唐宋詩挙要』巻五「七言律詩」のなかから、唐詩を精
読する。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身につけるとと
もに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。 

 [到達目標]
・近体詩の形式・語法に関する基本知識を習得する。 
・典故や用例を精査したうえで、詳密かつ精確な注釈を作成する方法を学ぶ。 
・唐代の代表的詩人の伝記と文学について理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、『唐宋詩挙要』巻五「七言律詩」の冒頭、沈#20346期「古意」（上海古籍出版
社標点本、下冊532頁）から読み進める。授業は、原則として一首ごとに担当者一名をあらかじめ
指名し、詳細な訳注を作成してもらう。それをたたき台として、受講者全員で討論、検討してゆく。
 
第1回　イントロダクション 
テキストについての概説。参考文献を紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。 
第2回～第14回　唐代五言律詩の精読 
『唐宋詩挙要』巻五の沈#20346期「古意」から読み進め、毎回１首のペースで作品解釈について討
論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、初唐詩から盛唐詩への歴史的展開についてまとめる。

 [履修要件]
国語学国文学専修所属の大学院生に限る。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）60％および期末の訳注稿提出40％による。

 [教科書]
高歩瀛 『唐宋詩挙要』（上海古籍出版社ほか）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
高歩瀛注は読んでおくこと。  

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本近代文学における全集

 [授業の概要・目的]
「全集」は一般的には、ある人の著作のすべてを集めた書物のことである。けれども、全集に収め
るべき作品の範囲について見解がまとまっているわけではなく、欠落もあり、談話などの扱いは作
家毎に異なる。島崎藤村の全集を中心に、さまざまな作家の全集の違いや問題点を見ることから、
日本近代において作家が時代やメディアによってどのように作られてきたのかを考える。

 [到達目標]
近代日本文学を作家や作品だけではなく、それを評価する枠組自体を問う視点を身につける。作家
の全集を通覧し、その問題点を考察することによって、自分で論点を見つけ、明確な論拠を示して
論を展開できるようになることを目標とする。
  
 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 　
　　授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当箇所と発表順を決める。　 
第2回　　
    『藤村全集』の問題点
    
第3回～第14回　発表と討議 
　　発表担当者は、各自選んだ作家全集について、凡例、談話の扱い方、全集逸文についての論文
などの調査を行い、全集の問題点を考察する。その結果をレジュメを用いて発表する。発表者以外
の受講生も、意見・質問を出すこととする。

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]
発表、及び授業中の発言などの平常点による。授業内に発表できなかった受講生は、レポートによ
って評価する。発表・レポートは、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
発表者は、発表の一週間前にレジュメを提出すること。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  1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  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本近代文学の諸相  

 [授業の概要・目的]
日本近代文学の作品を同時代資料の調査によって時代状況を踏まえた上で、作品の構造や表現に留
意して作品を論じる。受講生が選ぶ様々な作品を考察の対象とする。

 [到達目標]
日本近代文学の作品を正確に読み、そこから問題点を見つけ、明確な論拠を示して自分自身の読み
を論理的に展開するようになることを目標とする。 

 [授業計画と内容]
第1回～第2回　イントロダクション 
　　授業の概要及び発表の手順を説明し、発表者と発表順を決定する。 

第3回～第14回　発表と討議 
　　発表担当者は、選んだ作品から問題点を考察し、その結果をレジュメを用いて発表する。発表
者以外の受講生も予習して臨み、意見・質問を出すこととする。

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]
発表、及び授業中の発言などの平常点による。授業内に発表できなかった受講生は、レポートによ
って評価する。発表・レポートは、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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表される作品を読んでおく
 

（その他（オフィスアワー等））
発表者は、発表の一週間前にレジュメを提出すること

※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>

国語学国文学(演習)
 

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪府立大学　　　　　　　　　　
人間社会システム科学研究科 教授 河合　眞澄

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  絵入狂言本

 [授業の概要・目的]
歌舞伎の基礎資料の一つである絵入狂言本を、役者評判記の記事等を参考にしつつ講読して、当時
の歌舞伎の実態を正確に読み取る。それにより、絵入狂言本の資料としての信頼度を考察する。

 [到達目標]
近世演劇の一次資料についての正確な知識を得る。文献資料に基づいて近世における歌舞伎の実態
を想像・再現できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　絵入狂言本について
第2～15回　絵入狂言本の講読

 [履修要件]
くずし字・変体仮名の読みに習熟していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当部分の発表等の平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定する資料をあらかじめ読み、疑問点については担当部分以外であっても各自が適宜調べておく
こと。

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

国語学国文学(演習)
 

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪府立大学　　　　　　　　　　
人間社会システム科学研究科 教授 河合　眞澄

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  絵入狂言本

 [授業の概要・目的]
歌舞伎の基礎資料の一つである絵入狂言本を、役者評判記の記事等を参考にしつつ講読して、当時
の歌舞伎の実態を正確に読み取る。それにより、絵入狂言本の資料としての信頼度を考察する。

 [到達目標]
近世演劇の一次資料についての正確な知識を得る。文献資料に基づいて近世における歌舞伎の実態
を想像・再現できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　絵入狂言本について
第2～15回　絵入狂言本の講読

 [履修要件]
くずし字・変体仮名の読みに習熟していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当部分の発表等の平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定する資料をあらかじめ読み、疑問点については担当部分以外であっても各自が適宜調べておく
こと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  国文学作品精読

 [授業の概要・目的]
国文学のさまざまな作品を取り上げ、詳細な注釈を施しつつ本文を精読する。

 [到達目標]
作品の本文を正確、精密に読み込むことから問題点を発見する能力と、その問題点を適切な方法に
よって解決し作品の読みへ還元する能力とを養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション

第2回～作品精読
どの作品のどの部分を読むか、底本に何を用いるかは毎回の担当者が決定し、テキストを事前に受
講者に配布する。担当者の準備した注釈と考察をもとに、全員で議論を行う。

 [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（発表と授業中の発言）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]
事前配布されたテキストを熟読し、解釈上の問題点を発見しておくこと。

（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。



文献文化学22

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『国語国文』アンソロジー

 [授業の概要・目的]
京都大学国語学国文学研究室が編集する月刊雑誌『国語国文』は、2017年末に1000号を迎える。『
国語国文』には数々の名論文が掲載されてきた。
本演習では、雑誌『国語国文』に掲載された論文のうち特にすぐれたものを選び、共同で研究する。

各人が論文を選定するところからはじめ、すぐれた論文を批判的に精読していく。精読を通して、
知識、方法、理論について学び、その成果を今後の研究に生かすことを目的とする。

それぞれにある程度専門的な知識を持つ者どうしが集まり、互いの知識・読解力・研究手法を交換
・共有することを目指す。そのため、修士課程・博士課程を問わず国語学国文学専修に所属する全
ての大学院生が出席することが望ましい。

 [到達目標]
すぐれた論文を見極める。論文を批判的に精読する。論文を自らの研究に役立てる。

 [授業計画と内容]
授業は、
１．論文選定
２．論文読解
３．研究・批判
によって構成される。

１．では、大学院生各人に候補となる論文を選出してもらう。それらについて簡略な報告を受けた
上で、それらの論文の中から本演習で取り上げる論文を決定する。
２．では、選定した論文を丁寧に読解する。
３．では、以降の研究の展開も視野に入れ、研究史の中での位置付けをさぐる。それを通し、該当
論文の何がどう重要なのかを考える。また、論文を批判的に読むことで、反省や指針を得、今後の
研究に役立てる。

授業では受講者からの積極的な発言を歓迎し、活発な議論が行われることを期待している。

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(演習) (2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は発表等を含めた平常点による。

 [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]
論文読解に関しては、受講者全員が、その回の授業でとりあげる論文を読んだ上で授業にのぞむこ
と。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 大槻　信
教授 文学研究科 金光　桂子
助教 文学研究科 河村　瑛子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  修士論文指導

 [授業の概要・目的]
修士論文の作成についての指導を行う.

 [到達目標]
修士論文作成の目標をどのように設定するか、資料をいかに収集するか、分析をどのような方法に
より進めるかについての自覚を、教員の指導および出席者相互の批判によって深化することをめざ
す。

 [授業計画と内容]
最初の授業で、出席者はそれぞれの修士論文の構想を述べて、教員の指導をうける。その後は個別
の指導を行い、適当な時期（七月下旬予定）に中間発表会を催し、各人は修士論文の中間的な成果
について発表する。今年度修士論文を提出する学生はかならず受講しなければならない。

 [履修要件]
今年度末に修士課程を卒業見込みの者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間発表による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中間発表には十分な準備をして臨むこと。他の人の発表に対しても意見が述べられるように、その
課題について下調べをして出席することを求める。

（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>

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法

 [授業の概要・目的]
漢籍目録の作成要領を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
各種の漢籍目録（データベースを含む）の構造や内容を読み取る力をつけることにより、目的や用
途に応じて必要な漢籍をすぐに検索できるようになる。

 [授業計画と内容]
『漢籍目録──カードのとりかた』に基づき、目録法について解説する。 
１．漢籍の定義　（第1週）
２．カード作成の目的　（第2週）
３．書名　（第3週～第5週）
４．巻数　（第6週～第7週）
５．撰者　（第8週～第10週）
６．鈔刻（出版事項）（第11週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
 『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友書店）ISBN:4-89281-106-8

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍分類法

 [授業の概要・目的]
四部分類法を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、近代国家の枠組みを超えた幅広い視点
を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説する。 
１．経部　（第1週～第4週）
２．史部　（第5週～第7週）
３．子部　（第8週～第10週）
４．集部　（第11週～第13週）
５．叢書部（第14週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート 
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  駢文研究

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、駢文という中国古典世界の美文についてその特色について理解することにある。
特に駢文がもつ技巧が、どのような試行を経て完成していったのかについて、八病説など文学理論
と実際の作品の両側から考え、議論する。

 [到達目標]
　『文鏡秘府論』などに残る当時の文学理論中、特に声律論について検討するとともに、南朝・斉
から初唐時期の作品を選読することを通して、実際の作品にどのようにその理論が応用されている
かを測定する。本講義を通して、中国唐代までの基本的な文学理論と、散文の重要な文体である駢
文に即して、古典世界の美文とは何かという問題について理解を得ることができる。

 [授業計画と内容]
第一回は、本講義で使用する中国の文学理論書と駢文の特色について紹介する。二回目以降は、駢
文を美文たらしめている、対句・声律に焦点をしぼり、初唐までの時期の文学理論書の説を検討し、
実際の作品におけるその反映について議論する。出席者は、期間中、幾つか作品について調査を担
当し報告することになる。

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発言と、報告に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
鈴木虎雄 『駢文史序説』（研文出版）ISBN:978-4-87636-270-7
興膳宏 『中国詩文の美学』（創文社）ISBN:978-4-423-19420-1 

 [授業外学習（予習・復習）等]
平仄についての基本的な知識を得ておくこと。
中国の散文の歴史について、基本的な知識を得ておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  駢文研究

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、駢文という中国古典世界の美文についてその特色について理解することにある。
特に駢文がもつ技巧が、どのような試行を経て完成していったのかについて、八病説など文学理論
と実際の作品の両側から考え、議論する。 

 [到達目標]
『文鏡秘府論』などに残る当時の文学理論中、特に声律論について検討するとともに、盛唐から中
晩唐の作品も視野に入れ、どのようにその理論が応用されているかを測定する。本講義を通して、
中国唐代までの基本的な文学理論と、散文の重要な文体である駢文に即して、古典世界の美文とは
何かという問題について理解を得ることができる。 

 [授業計画と内容]
第一回は、本講義で使用する中国の文学理論書と駢文の特色について紹介する。二回目以降は、駢
文を美文たらしめている、対句・声律に焦点をしぼり、特に初唐における完成以後、どのように駢
文が変容していったかをについて議論する。出席者は、期間中、幾つか作品について調査を担当し
報告することになる。

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発言と、報告に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
鈴木虎雄 『『駢文史序説』（研文出版）ISBN:978-4-87636-270-7
興膳宏 『中国詩文の美学』（創文社）ISBN:978-4-423-19420-1 

 [授業外学習（予習・復習）等]
平仄についての基本的な知識を得ておくこと。 
中国の散文の歴史について、基本的な知識を得ておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  1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  説文解字（字義）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字義に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。おのおの持参することが望ましいが，持ち合わせないひとは，無理に準備す
る必要はない。講義の進め方の詳細については，初回の授業で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  1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  説文解字（字音）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字音に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義と字音について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。受講者おのおのが一冊準備して持参することを前提とする。講義の進め方の
詳細については，初回の授業で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語の人称代名詞概観［II］  

 [授業の概要・目的]
中国語の人称代名詞の歴史およびチベットビルマ諸言語における人称代名詞の機能と特性について
概観し考察してみたい。

 [到達目標]
本講義［II］では、中国語の第二人称および第三人称代名詞について、その歴史的変遷を概観し、
これまでの研究で何がどこまで明らかにされてきたのかについて理解を深めるとともに、時代と地
域によってどのような特徴があるのか、あわせてチベット＝ビルマ諸語における人称代名詞の機能
と特性についても知見を広める。

 [授業計画と内容]
テーマは順不同、ひとつのトピックについて２～３回の授業を予定しているが、内容によっては回
数に増減が生じる可能性がある。
１．授業の方針と計画について 
２．一人称代名詞の変遷 （概要紹介のみ）
３．二人称代名詞の変遷 
４．三人称代名詞の変遷 
５．複数語尾の諸相 
６．包括形と排除形 
７．チベット＝ビルマ諸語の人称代名詞概観

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組みと小レポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テーマに応じて授業時に指示する

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  類型論から見たシナ＝チベット語の諸特徴

 [授業の概要・目的]
類型論から見た中国語方言と古典中国語およびチベット＝ビルマ語の諸特徴について概観し、類型
構造の歴史的発展について考察してみたい。

 [到達目標]
本講義では、シナ＝チベット諸語の歴史的変遷について、これまでの研究で何がどこまで明らかに
されてきたのかについて理解を深めるとともに、時代と地域によってどのような特徴があり、その
形成過程を探究する方法論について知見を広める。

 [授業計画と内容]
テーマは順不同、ひとつのトピックについて２～３回の授業を予定しているが、内容によっては回
数に増減が生じる可能性がある。
１．授業の方針と計画について 
２．現代中国語の構造 
３．中国語諸方言の類型特徴 
４．類型構造の地理的推移 
５．現代チベット語の構造 
６．チベット＝ビルマ諸語の構造概観 
７．同源語の探究史

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組みと小レポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テーマに応じて授業時に指示する

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『桃花扇』研究（一）

 [授業の概要・目的]
中国の伝統演劇は、元雑劇、宋元南戯、明清伝奇と数多くの作品を生み出し、演じられるものとし
ての演劇としてだけではなく、文学作品としても、文学史の中で独自の位置を占めてきた。こうし
た伝統演劇の清代における代表的作品として、孔尚任『桃花扇』を取り上げて、その魅力を明らか
にしてゆく。   

 [到達目標]
中国伝統演劇史について理解を深めつつ、中国文学史における戯曲作品が持つ、他のジャンルには
見られない特徴について考察できるようにする。

 [授業計画と内容]
第１、２回：中国伝統演劇史の概説 
第３回以降： 
　試一齣　　先聲 
　第二齣　　傳歌 
　第四齣　　偵戲 
　第五齣　　訪翠 
　第六齣　　眠香 
　第七齣　　却奩 
以上の各齣を、たんねんに読み解いてゆく。

 [履修要件]
現代中国語ならびに中国古典文学についての十分な知識があること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。何回か訳注を作成して発表してもらう。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは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]
演劇のテキストを読み解くにあたっては、他の文学作品とは異なる点も多く、語彙や語法といった
点でも難解なものがしばしばあらわれるので、積極的に予習をする必要がある。 
 

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『桃花扇』研究 （二） 　

 [授業の概要・目的]
中国の伝統演劇は、元雑劇、宋元南戯、明清伝奇と数多くの作品を生み出し、演じられるものとし
ての演劇としてだけではなく、文学作品としても、文学史の中で独自の位置を占めてきた。こうし
た伝統演劇の清代における代表的作品として、孔尚任『桃花扇』を取り上げて、その魅力を明らか
にしてゆく。   

 [到達目標]
中国伝統演劇史について理解を深めつつ、中国文学史における戯曲作品が持つ、他のジャンルには
見られない特徴について考察できるようにする。

 [授業計画と内容]
　第十齣　　修札 
　第十一齣　投轅 
　第十二齣　辭院 
　第十三齣　哭主 
　第十四齣　阻奸 
　第十五齣　迎駕 
以上の各齣を、たんねんに読み解いてゆく。

 [履修要件]
現代中国語ならびに中国古典文学についての十分な知識があること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。何回か訳注を作成して発表してもらう。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは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]
演劇のテキストを読み解くにあたっては、他の文学作品とは異なる点も多く、語彙や語法といった
点でも難解なものがしばしばあらわれるので、積極的に予習をする必要がある。  

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部 教授 小松　謙

 

配当
学年  1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  白話文学の展開

 [授業の概要・目的]
元代に一応の成立を見た白話文学は、明代後期に急激な発展を遂げる。この背景には知識人の関与
があった。なぜ白話を俗語として軽視していたはずの知識人が白話文学に関与しはじめるのか。そ
して白話はどのようにして書記言語として自立するに至ったのか。その背景には、出版業者を初め
とする出版主体や、新たな読者層の出現など、当時の社会全体と関わる複雑な事情が存在する。こ
の問題を解明することは、中国文学・中国史研究において重要な意味を持つのみならず、不特定多
数による楽しみのための読書という行為がどのように生まれ、発達していったかという、世界文学
に関わる普遍的な問題を解明する鍵ともなりうるものである。本講義においては、明代前期の状況
を概述した後、明代後期に「四大奇書」を初めとする多くの白話文学作品が刊行されるに至るまで
の過程について、出版主体・読者・作品を生み出した社会的環境などの諸側面から考察し、白話文
学が成長する過程を具体的に描き出すことを目指す。

 [到達目標]
白話文学とその出版に関する基礎知識を身につけるとともに、作品と社会の関わりを把握すること
を通して、文学作品が生み出される過程と、社会において占める位置について理解し、「読書」と
いう行為について新たな目で見直すことを目指す。

 [授業計画と内容]
１、元代までの状況
２、明代前期の社会と白話文学
３、『嬌紅記』と『周憲王楽府』
４、「成化説唱詞話」と弘治本『西廂記』
５、明代中期の状況
６、さまざまな刊行物―通俗類書、散齣集、短篇小説集
７、歴史小説の成立
８、明代後期の状況
９、『三国志演義』の変貌
10、武官と白話文学
11、『水滸伝』容與堂本の成立
12、『水滸伝』の変貌と白話文の自立
13、『金瓶梅』の誕生
14、『元曲選』の刊行と「三言二拍」の成立
15、明末社会と白話文学

 [履修要件]
中国語を履修していること。

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）及びレポート（60％）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示

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

中国語学中国文学(特殊講義)
Chinese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「唐宋変革」期の文学  

 [授業の概要・目的]
内藤湖南が宋以後＝「近世」説を提唱して以来、いわゆる「唐宋変革」（Tang-Song Transition）の
命題は、中国文学研究の領域においても夥しい議論が繰り広げられてきた。本講義においては、中
唐から宋代に至る文学の転換に着眼し、先行研究の成果を批判的に検証しつつ、個別的な諸問題を
考察してゆきたい。具体的には、古文復興、宋詩の形成、詩話の盛行、党争と文壇の関係といった
テーマをあつかう予定。

 [到達目標]
・唐宋文学に関する専門知識を身につける。 
・先行論文の精読・要約を通して、その研究史上の意義を説明できるようになる。 
・関連する文献を収集・精査したうえで、課題（レポート）に対して自主的にとりくむ能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　本講義の視点と方法
第2～3回　「唐宋変革」論の現況 
第4～5回　北宋における韓愈の「発見」 
第6～7回　閑適の系譜――白居易・蘇軾・陸游 
第8～9回　美意識の転換――「平淡」と「老成」 
第10回　個別発表、討論（１） 
第11回　個別発表、討論（２） 
第12回　個別発表、討論（３） 
第13回　個別発表、討論（４） 
第14回　個別発表、討論（５） 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（70％）と平常点（30％）により評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
紹介した参考文献、および受講生各自の選んだ先行論文を精読することが望まれる。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

中国語学中国文学(外国語実習)
Chinese Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文寫作１

 [授業の概要・目的]
本課程為上級漢語寫作練習。上課時就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫
作特色”，並布置作文題目。希望聽講者通過一年的學習，能做到文章大致通順，傳情達意基本無礙。
【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
培養學生上級漢語寫作能力。 

 [授業計画と内容]
就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫作特色”，並布置作文題目。下一次
上課講解一篇範文，布置新的作文題目，同時收回前一次作文，帶回批改。然後發還作文，進行講評，
分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。平均兩周讀一篇範文，寫一篇作文。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）および試験（60％）

 [教科書]
範文適當介紹一些著名作家和學者（中國文學領域）的作品。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示  

（その他（オフィスアワー等））
履修者数上限は８名とし、中国語学中国文学研究室の大学院生を優先する。初回の授業でレベル確
認の試験をおこなう。 
※オフィスアワーの詳細については、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>

中国語学中国文学(外国語実習)
Chinese Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文寫作２

 [授業の概要・目的]
本課程為上級漢語寫作練習。上課時就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫
作特色”，並布置作文題目。希望聽講者通過一年的學習，能做到文章大致通順，傳情達意基本無礙。
【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
 培養學生上級漢語寫作的能力。

 [授業計画と内容]
就某一寫作方法先選一篇範文，進行提問，講解難點，分析“寫作特色”，並布置作文題目。下一次
上課講解一篇範文，布置新的作文題目，同時收回前一次作文，帶回批改。然後發還作文，進行講評，
分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。平均兩周讀一篇範文，寫一篇作文。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）および試験（60％）

 [教科書]
範文適當介紹一些著名作家和學者（中國文學領域）的作品。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示  

（その他（オフィスアワー等））
履修者数上限は８名とし、中国語学中国文学研究室の大学院生を優先する。初回の授業でレベル確
認の試験をおこなう。 
※オフィスアワーの詳細については、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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  近代中国の文学論（第１期）

 [授業の概要・目的]
伝統中国から近代中国への転換期における文学論・言語論を軸として、(1)近代の中国語資料を正確
に読解する能力を向上させ、(2)正確な日本語訳注の作成能力を獲得し、(3)20世紀初期の中国の文
学理論の動向に関する理解を深める。

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を主として利用し、章炳麟・劉師培の著
した文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
中国語（古典・現代）についての一定水準以上の学力、中国古典文学についての知識と関心を有す
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業担当のできばえ・質疑応答・学期末の研究レポート（400字原稿用紙20枚程度の分量）によっ
て評価する。テキスト読解・要点把握の予習が毎回必要。授業時には積極的な発言を期待している。

 [教科書]
舒蕪等編選 『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

 [参考書等]
  （参考書）
郭紹虞 『中国歴代文論選　第4冊』（上海古籍出版社）
〈广龍〉俊、郭誠永 『国故論衡疏証』（中華書局）
 『章氏叢書』

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  近代中国の文学論（第２期） 

 [授業の概要・目的]
伝統中国から近代中国への転換期における文学論・言語論を軸として、(1)近代の中国語資料を正確
に読解する能力を向上させ、(2)正確な日本語訳注の作成能力を獲得し、(3)20世紀初期の中国の文
学理論の動向に関する理解を深める。 

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を主として利用し、章炳麟・劉師培の
著した文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
中国語（古典・現代）についての一定水準以上の学力、中国古典文学についての知識と関心を有す
ること。
前期の「近代中国の文学論　第１期｝と継続して履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業担当のできばえ・質疑応答・学期末の研究レポート（400字原稿用紙20枚程度の分量）によっ
て評価する。テキスト読解・要点把握の予習が毎回必要。授業時には積極的な発言を期待している。

 [教科書]
舒蕪等編選 『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

 [参考書等]
  （参考書）
郭紹虞 『中国歴代文論選　第4冊』（上海古籍出版社）
〈广龍〉俊、郭誠永 『国故論衡疏証』（中華書局）
 『章氏叢書』

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  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   

使用
言語   日本語 

題目  話本及び戯曲選読

 [授業の概要・目的]
元の時代は、民衆芸能の一つ芝居が栄えた時代である。音楽を伴った「曲」、台詞部分の「白」、
動作しぐさの「科」から成る戯曲は、後世の白話小説などにも大きな影響を与えた。また、宋元以
降の話本小説にこれら戯曲が取材する例も多くあったと考えられ、実際に、題材を同じくする小説
と戯曲双方が存在することも珍しくない。本授業では、このような、同じ題材からそれぞれ成立し
た小説と戯曲を取り上げ、それぞれの文体上の特徴や工夫の違いなどに留意しつつ、作品理解と同
時に中国語口語の発展史についても学習する。

 [到達目標]
小説と戯曲の文体の相違について理解し、近世口語の特徴を学ぶ、また文体によって採用される言
語モードが異なることにも注意をはらい、それらが中国語変遷史の中でどのように位置づけられる
かについて分析する力を養う。翻訳は、日本語訳のみならず、現代中国語訳も同時に行い、宋元明
の白話と現代中国語との相違についても理解を深める。 

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること。
（１）ガイダンス、資料説明
（２）資料及び時代背景説明
（３）小説『合同文字記』
（４）元曲『包龍圖智賺合同文字』

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。平常点には，担当時以外の議論内容や平素の準備も含む。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  1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   

使用
言語   日本語 

題目  話本及び戯曲選読

 [授業の概要・目的]
元に栄えた戯曲は、後世の白話小説などにも大きな影響を与えた。また、宋元以降の話本小説にこ
れら戯曲が取材する例も多くあったと考えられ、実際に、題材を同じくする小説と戯曲双方が存在
することも珍しくない。本授業では、このような、同じ題材からそれぞれ成立した小説と戯曲を取
り上げ、それぞれの文体上の特徴や工夫の違いなどに留意しつつ、作品理解と同時に中国語口語の
発展史についても学習する。前期に引き続き、話本小説及び戯曲を対照させながら、両者の文体や
言語上の相違に留意しつつ、テキストを精読する。引き続き『合同文字記』・『包龍圖智賺合同文
字』を読む。また、続いて『簡貼和尚』と南戯の『洪和尚錯下書』など、他のテキストにも取りか
かる。

 [到達目標]
小説と戯曲の文体の相違について理解し、近世口語の特徴を学ぶ、また文体によって採用される言
語モードが異なることにも注意をはらい、それらが中国語変遷史の中でどのように位置づけられる
かについて分析する力を養う。翻訳は、日本語訳のみならず、現代中国語訳も同時に行い、宋元明
の白話と現代中国語との相違についても理解を深める。  

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること。
（１）小説『合同文字記』
（２）元曲『包龍圖智賺合同文字』
（３）小説『簡貼和尚』
（４）南戲『洪和尚錯下書』など

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価。平常点には，担当時以外の議論内容や平素の準備も含む。

 [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

中国語学中国文学(演習) (2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習) (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1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   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

 [授業の概要・目的]
江西詩派の主要な詩人として知られる黄庭堅（黄山谷、1045-1105）の詩を読む。精密な訳注を作
成することを通して古典詩文の読解力を身につけるとともに、宋代文学に対する理解を深めること
をめざす。 

 [到達目標]
中国における伝統的な古典注釈学の成果を踏まえつつ、精密かつ斬新な解釈をみずから提出する能
力を養う。あわせて日本中世の抄物を参照することにより、五山漢文学に関して一定の知見を得る。

 [授業計画と内容]
『山谷詩集注』（内集）巻四「送謝公定作竟陵主簿」から読み進める。任淵の注や漢文抄『帳中香』
などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをもとに受講者全員
で討論してゆく。
第1回　イントロダクション
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読
『山谷詩集注』巻四から毎回１首程度のペースで読み進め、作品の解釈・背景について討論する。
第15回　まとめ
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）による。

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館ほか）

 [参考書等]
  （参考書）
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社）ISBN:7-80050-920-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
任淵注は読んでおくこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  1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   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

 [授業の概要・目的]
江西詩派の主要な詩人として知られる黄庭堅（黄山谷、1045-1105）の詩を読む。精密な訳注を作
成することを通して古典詩文の読解力を身につけるとともに、宋代文学に対する理解を深めること
をめざす。   

 [到達目標]
中国における伝統的な古典注釈学の成果を踏まえつつ、精密かつ斬新な解釈をみずから提出する能
力を養う。あわせて日本中世の抄物を参照することにより、五山漢文学に関して一定の知見を得る。
   

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、『山谷詩集注』（内集）巻五の詩を読み進める。任淵の注や漢文抄『帳中香』
などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをもとに受講者全員
で討論してゆく。 
第1回　イントロダクション 
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。 
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読 
『山谷詩集注』巻五を毎回１首のペースで読み進め、作品の解釈・背景について討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での担当、発言）による。

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館）

 [参考書等]
  （参考書）
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社）ISBN:7-80050-920-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
任淵注は読んでおくこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
教授 文学研究科 平田　昌司
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水2

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  中国語学中国文学の諸問題

 [授業の概要・目的]
修士論文提出予定者を対象とし、(1)研究題目選択および先行研究の調査方法、(2)独創的な論文の
組み立てと執筆に関する指導をおこなう。

 [到達目標]
修士論文を執筆するにあたって守るべき規範意識を理解したうえで、自主的に課題を設定し、調査
研究を経て言語化し、独自の研究成果に昇華する方法を学ぶ。先行研究に対する批評眼を養い、自
らの研究成果を当該領域の研究史に位置づけつつ、次の研究目標を定める力を身につける。  

 [授業計画と内容]
隔週で開講する。前期には、研究したい題目を各自で決めて、おおまかな着想を述べ、指導・助言
を受ける。後期には、自らの修士論文の内容について発表資料を準備して口頭発表をおこなったの
ち、指導・助言を受ける。
後期の担当時には、(1)研究の主要論点・結論および引用原典を挙げた説明資料を配布し、出席者に
分かりやすく説明する。

 [履修要件]
中国語学中国文学専修学部学生に限る。（修士一回生の学生も出席するのが望ましい。）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（修了年度の口頭発表による）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
修士論文の題目選択は学生の自主性を重んじるので、取り組むべき課題を発見するにあたっての準
備的調査をまず各自でおこなうこと。  

（その他（オフィスアワー等））
後期に口頭発表を担当する際には、必ず(1)発表用資料を必要部数準備するとともに、(2)中国語論
文要旨の下書きも作っておくこと。

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

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文献学研究

 [授業の概要・目的]
中国の文献学について理解を深める。とりわけ清朝の文献学者が漢籍をどのように見ていたかを理
解する。黄丕烈の『士礼居蔵書題跋記』を読むと同時に、毎時間、文学研究科所蔵の漢籍を資料と
して用いながら解説することによって、「モノ」としての漢籍についての知識と理解を深める。

 [到達目標]
漢籍についての基本的な知識を獲得する。また、黄丕烈などの文献学者が漢籍をどのように見てい
たかを理解する。

 [授業計画と内容]
１．版本の歴史の概説
２．『士礼居蔵書題跋記』巻四墨子１
３．同上墨子２
４．<曷鳥>冠子
５．淮南子
６．劉子新論
７．劉子新論２
８．劉子新論３
９．劉子新論４
１０．劉子新論５
１１．続顔氏家訓
１２．白虎通
１３．西渓叢語
１４．西渓叢語２
１５．西渓叢語３
１６．西渓叢語４
１７．緯略
１８．蘆浦筆記
１９．賓退録
２０．学斎<人占>畢
２１．論衡
２２．麈史
２３．麈史２
２４．麈史３
２５．夢溪筆談
２６．<玉行><玉黄>新論
２７．<玉行><玉黄>新論２
２８．<玉行><玉黄>新論３

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。

 [教科書]
使用しない
『士礼居蔵書題跋記』をコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業時に適宜指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
できるかぎり文学研究科図書館の漢籍を実際に手にとってみる機会を作って下さい。

（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>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 名古屋大学 神塚　淑子

 

配当
学年  1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  六朝隋唐道教の諸問題

 [授業の概要・目的]
　本講義では、六朝隋唐時代の道教の歴史を概観するとともに、その中で特に注目すべきいくつか
の事柄を取り上げて、資料を紹介しながら説明する。
　道教は儒教・仏教とともに三教と呼ばれ、中国的思惟の一つの重要な部分を構成している。道教
は文学・芸術・医学等の諸方面とも深く関わっており、道教の歴史とその思想を知ることは、中国
思想文化の特質を知ることにつながる。また、道教の中には仏教から吸収した要素が少なからず含
まれており、道教は中国における異文化受容のあり方を見る題材ともなる。本講義では、これらの
諸点に留意しながら話を進めていく。

 [到達目標]
　六朝隋唐時代の道教の歴史について学び、個別の事柄について理解するとともに、中国宗教思想
の特質について考察する能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　　　イントロダクション／道教とは何か
第２回　　　『太平経』の思想
第３・４回　葛洪『抱朴子』の思想
第５・６回　上清派の興起とその思想
第７・８回　霊宝経の作成とその思想
第９・10回　陸修静の生涯と思想
第11・12回　仏道論争と道教経典
第13・14回　唐代の文人と上清派道教
第15回　　　全体のまとめ
　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と最終レポートを組み合わせる。平常点評価（出席状況）が２０％、最終レポートが
８０％とする。

 [教科書]
　特に指定はしない。教室でプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

　

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に紹介する参考文献等を適宜、参照してください。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことがあれば積極的に質問してください。

※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>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法

 [授業の概要・目的]
漢籍目録の作成要領を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
各種の漢籍目録（データベースを含む）の構造や内容を読み取る力をつけることにより、目的や用
途に応じて必要な漢籍をすぐに検索できるようになる。

 [授業計画と内容]
『漢籍目録──カードのとりかた』に基づき、目録法について解説する。 
１．漢籍の定義　（第1週）
２．カード作成の目的　（第2週）
３．書名　（第3週～第5週）
４．巻数　（第6週～第7週）
５．撰者　（第8週～第10週）
６．鈔刻（出版事項）（第11週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
 『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友書店）ISBN:ISBN:4-89281-106-8

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

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



文献文化学48

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍分類法

 [授業の概要・目的]
四部分類法を理解することを通じて、中国学の基本構造を把握する。

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、近代国家の枠組みを超えた幅広い視点
を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説する。 
１．経部　（第1週～第4週）
２．史部　（第5週～第7週）
３．子部　（第8週～第10週）
４．集部　（第11週～第13週）
５．叢書部（第14週～第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート 
・作成に当たって、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与える。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された各種の文献を自主的に読むことが望ましい。

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

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  治身の自然学(1)　古代・中世

 [授業の概要・目的]
　現代社会において、高齢化が問題視され、「アンチエイジング」という目新しい造語で、加齢に
よる機能低下を改善し、老化を抑制するための医療が唱えられている。しかし、長寿のサイエンス
と呼びうる学問的体系はまだ成立していない。老化のメカニズムが十分に解明できていないからで
ある。 
　東アジアの伝統社会において、長寿達成、延年益寿のための取り組みはきわめて盛んであった。
長生をめぐる言説は、治身から治国へという国家論からスタートし、宋明理学や清末の政治思想に
至るまで、様々な言説を生むとともに、多種多様な技法や医薬が開発された。それらは、東洋的な
養生術、健康法として近代以降にも受け継がれ、一部はサブカルチャーとして定着しているが、医
薬学研究の枠外に置かれたままであり、そこに発揮されているアイデアが十分に活用されているわ
けではない。 
　そもそも健康とは多義的なものであり、それを維持しながら充実した人生を全うするには、多元
的、複眼的なアプローチが必要である。そのような視座において長寿社会の健康学の実現を構想す
るならば、伝統医療文化とその周辺に学ぶべき叡智があるように思われる。そこで、治身の自然学
の系譜と展開を辿り、そこに発揮された中国的長生思考の特色を探る。前期は、古代、中世を扱う。
 

 [到達目標]
東洋的思考のルーツを辿りながら、大学生活の知的活動がいかにあるべきかを問い直し、生き方、
考え方のパラダイムを古代人の叡智に学ぶことで、真の学問に目覚めた読書人としてキャンパスを
独り歩きできるようになる。

 [授業計画と内容]
各回の論題と考察対象は以下の通りである。 
(1) 仙女が語る幻夢ユートピア：仙酔島入水異聞 
(2) 聖女と地母神：アナスタシアは今なおそこにいる 
(3) ステッペンウルフとヨウム：ヘルミーネには白いカラスが見える 
(4) 道家の「生」の哲学：『老子』『文子』 
(5) 地下から出現した彭祖：張家山漢墓出土『脈書』『引書』 
(6）治身から治国へ：『呂氏春秋』 
(7) 養神の処世術：『淮南子』 
(8) 董仲舒のステラテジー：『春秋繁露』 
(9) 王充の自然学、医学思想：『論衡』 
(10) 葛洪の医術と仙術：『抱朴子』 
(11) 山上憶良の悲嘆：『沈痾自哀文』 
(13) 北インドの長命婆羅門：『天竺熱風録』 
(14) 長寿者の食卓：『服薬駐老験記』 
(15) 生命のインティマシー・デザイン：君のキラはどこにある

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席もレポートもすべて自己採点方式によって自他認識力を問う）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習、復習のために、書庫内の奥深くに潜伏する。

（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>

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  治身の自然学(2)　近世・近代

 [授業の概要・目的]
　現代社会において、高齢化が問題視され、「アンチエイジング」という目新しい造語で、加齢に
よる機能低下を改善し、老化を抑制するための医療が唱えられている。しかし、長寿のサイエンス
と呼びうる学問的体系はまだ成立していない。老化のメカニズムが十分に解明できていないからで
ある。 
　東アジアの伝統社会において、長寿達成、延年益寿のための取り組みはきわめて盛んであった。
長生をめぐる言説は、治身から治国へという国家論からスタートし、宋明理学や清末の政治思想に
至るまで、様々な言説を生むとともに、多種多様な技法や医薬が開発された。それらは、東洋的な
養生術、健康法として近代以降にも受け継がれ、一部はサブカルチャーとして定着しているが、医
薬学研究の枠外に置かれたままであり、そこに発揮されているアイデアが十分に活用されているわ
けではない。 
　そもそも健康とは多義的なものであり、それを維持しながら充実した人生を全うするには、多元
的、複眼的なアプローチが必要である。そのような視座において長寿社会の健康学の実現を構想す
るならば、伝統医療文化とその周辺に学ぶべき叡智があるように思われる。そこで、治身の自然学
の系譜と展開を辿り、そこに発揮された中国的長生思考の特色を探る。後期は、近世と近代を扱う。

 [到達目標]
　古都の廃墟に佇み、絶望と頽廃に絡まれながらニヒリズムやエクスタシーに刹那的な享楽を見出
している若者が、生を養う古代人の叡智に触れ、学問至上主義の誤謬に気づき、生命の尊厳を回復
させて、点取りゲームの地下牢から脱獄し、明るく生き抜ける未来を創り出すことができるように
なる。

 [授業計画と内容]
各回の論題と考察対象は以下の通りである。 
(1) 流れる水のごとく生きる：李子龍別伝 
(2) ギネスに載らない長寿者：四川軍閥の李青雲 
(3) 蠱毒と解毒：万能薬の文化史 
(4) 朱子学の修養論：『大学』八條目 
(5) 陽明学の治人論：『論語』憲問 
(6) 清末の治身治国論：曽国藩・張之洞・梁啓超 
(7) エスニックグルメと食養生：『事林広記』『養生訓』 
(8) 近世養生ブームの仕掛け人：朱権『活人心』 
(9) 辟穀と木喰：古知谷の弾誓ミイラ仏 
(10) 瞑想のデトックス：白隠流内丹術 
(11)「気」の身体技法：幕末剣豪の奥義書 
(12)「病は気から」を科学する：近代日本の健康ブーム 
(13) 食育の近代思想史：石塚左玄・中山忠直・桜沢如一 
(14) イクメンと婚活のフォース覚醒：ミトコンドリア・イブの逆襲 
(15) 元気の出る医学：東洋的エコヘルス試論

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（究極の実践課題は天寿を全うすることにあるが、授業期間内においてはその脳内鍛練、心
身修養を重視する）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習として、学び得た技法の実践を試みる。

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

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1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  仏教漢語の中国的解釈とインド的解釈(1)

 [授業の概要・目的]
この授業は仏教語と呼ばれる用語のうち，誰もが知っているような基本的語彙を取り上げ，その語
を中国仏教史ではどのように理解するかを学ぶ。資料は漢語（漢文）であり，訓読法で読む（現代
中国語は使用しない）。中心的に扱う時代は六朝隋唐時代である。中国における解釈がインド仏教
における解釈と同じか異なるかをも理解するため，漢語として残るインド仏教資料である漢訳仏典
における同じ語の解説も紹介し，その相違から中国仏教の考え方と用語解説の特徴について考察す
る。読解するテキストは複数の文献に及ぶため，教員が準備し，それを初回以降，何回かに分けて
配布する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得し，説明できるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料
４．仏教漢語の特徴──漢語として読むべき部分とインド語の訳として読むべき部分
５．仏教の中国的変容に関する要点

 [授業計画と内容]
第1回：必要な工具書，研究書，電子テキスト，大蔵経の基礎を概説と再確認
第2回：「契経」および「契」の意味とそれを解説する基本文献
第3回：「戒」「律」「律儀」の意味とそれを解説する基本文献
第4回：仏教的な「道」の意味とそれを解説する基本文献
第5-7回：仏教的な「聖」の意味とそれを解説する基本文献
第8-9回：「涅槃」の意味とそれを解説する基本文献
第10-11回：漢字二字から成る仏教語の特徴──二三の語例に即して
第12回：「序」の意味とそれを解説する基本文献
第13回：「鈔」「抄」の意味とそれを解説する基本文献
第14回：後期に精読した内容の整理

 [履修要件]
特になし

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

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

中国哲学史(特殊講義)
History of Chinese Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1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  仏教基本漢語の中国的解釈とインド的解釈(2)

 [授業の概要・目的]
この授業は仏教語と呼ばれる用語のうち，誰もが知っているような基本的語彙を取り上げ，その語
を中国仏教史ではどのように理解するかを学ぶ。資料は漢語（漢文）であり，訓読法で読む（現代
中国語は使用しない）。中心的に扱う時代は六朝隋唐時代である。中国における解釈がインド仏教
における解釈と同じか異なるかをも理解するため，漢語として残るインド仏教資料である漢訳仏典
における同じ語の解説も紹介し，その相違から中国仏教の考え方と用語解説の特徴について考察す
る。読解するテキストは複数の文献に及ぶため，教員が準備し，それを初回以降，何回かに分けて
配布する。前期に学んだことを元に，後期には精読対象とする仏教語を変え，さらに理解を深める。

 [到達目標]
以下の諸点を習得し，説明できるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料
４．仏教漢語の特徴──漢語として読むべき部分とインド語の訳として読むべき部分
５．仏教の中国的変容に関する要点

 [授業計画と内容]
第1回：必要な工具書，研究書，電子テキスト，大蔵経の基礎を概説と再確認
第2回：「契経」および「契」の意味とそれを解説する基本文献
第3回：「戒」「律」「律儀」の意味とそれを解説する基本文献
第4回：仏教的な「道」の意味とそれを解説する基本文献
第5-7回：仏教的な「聖」の意味とそれを解説する基本文献
第8-9回：「涅槃」の意味とそれを解説する基本文献
第10-11回：漢字二字から成る仏教語の特徴──二三の語例に即して
第12回：「序」の意味とそれを解説する基本文献
第13回：「鈔」「抄」の意味とそれを解説する基本文献
第14回：後期に精読した内容の整理

 [履修要件]
特になし

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学53

授業科目名
　<英訳>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  1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  日知録精読

 [授業の概要・目的]
古典文献の講読を通して、漢文読解力を養うと共に、中国文化への理解を深める。そのために顧炎
武『日知録』を精読する。授業は、各文章毎に、学生諸氏に訳注を準備してもらい、授業時に参加
者全員で内容等について議論検討する、という形式を取る。出典に確実に当たることを重視し、本
文の文章や語句などすべての典拠、用例について、もとの書物（紙で出来た書物）を調べる作業を
重視する。テキストには黄汝成『日知録集釋』を用い、今年は巻三の詩の部分を読む。

 [到達目標]
漢文を正確に読めるようになる。

 [授業計画と内容]
1　ガイダンス
2  詩有入樂不入樂之分、四詩
3　孔子刪詩
4　孔子刪詩２
5　何彼<禾農>矣
6  何彼<禾農>矣
7  <北邑><庸邑>衛
8　黎許二国、諸姑伯姉、王事、朝<阜齊>于西
9　王
10  日之夕矣
11  大車、鄭、楚呉諸國無詩、<山豕豕>
12　言私其<豕從>、承筐是將
13  <聲－耳＋缶>.無不宜、民之質矣日用飲食
14  小人所腓
15　變雅大原
16　大原２
17　莠言自口
18　皇父、握粟出卜
19　私人之子百僚是試、不醉反恥
20　上天之載、王欲玉女
21　夸<田比>
22　流言以對、申伯
23　徳<車酋>如毛、韓城
24　韓城２
25　如山之苞如川之流、不弔不祥
26　<馬同－一>、實始翦商、玄鳥
27　敷奏其勇、魯頌商頌
28　詩序

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（漢文読解、典拠の調査等を総合的に判断する。訳注作成ならびに毎時間の発表が
１００%。）

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
綿密な下調べが必要です。

（その他（オフィスアワー等））
典拠、用例については紙のテキストに必ず当たるという作業を重視するので、参加者には毎時間、
相当程度の時間にわたる予習が要求される。

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

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
昨年度の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代
を研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論
が進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附され
ている。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うととも
に、『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによ
って、経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照すること
によって、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につけ
る。
第1回～第14回　『春秋左伝正義』の輪読
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

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

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
前期の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代を
研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論が
進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附されて
いる。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うとともに、
『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによって、
経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照することによっ
て、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につける。
第1回～第14回　『春秋左伝正義』の輪読
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

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

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  清代学術著作会読

 [授業の概要・目的]
　現代の漢学研究においては多様な方法論が提唱されているが、そのうちの重要なひとつとして、
清代学術に淵源を持つ方法がある。
　清儒の漢学研究については多くの研究蓄積があるものの、それら先行研究を咀嚼して清儒の方法
に迫るという道以外に、清儒たちの声そのものに耳を傾ける必要がある。この授業では、現代的な
視点から、代表的な学者の著作を読むこととする。
　単に清朝学術を研究する資料として著作をとらえるのみではなく、それらの読解を通じて、我々
現代人が中国古典といかに向き合うべきかという問いを問うこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・清朝の学者の著作を正確に読み解き、自然な日本語に翻訳する。
・著作において触れられている学術的な内容を詳しく検討する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
以下の論学書簡について、訳注稿を作成する。 
・第１回　ガイダンス 
・第２回～３回　戴震「孟子字義疏証序」
・第４回～５回　段玉裁「周礼漢読考序」
・第６回～７回　段玉裁「十三経注疏釈文校勘記序」
・第８回～９回　段玉裁「毛詩詁訓伝定本小箋題辞」
・第１０回～１５回　銭竹汀「答問」（『易』の部分）

 [履修要件]
・概説書程度の現代中国語を読んで理解できること。
・現代中国語の正しい発音ができること。
・正しい日本語を書くことができること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。平常点は出席状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
毎回の授業に、以下に指定する工具書のうち、いずれかを携帯することを求める。 
『新華字典』『古代漢語詞典』『辞源（修訂本）』（いずれも商務印書館）、もしくは『王力古漢
語字典』（中華書局）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に工具書類を用いて文意を読み取っておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
後期に開講される「清代論学書簡会読」をあわせて受講することが望ましい。

※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>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  1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  演習

使用
言語   日本語 

題目  清代学術著作会読

 [授業の概要・目的]
　現代の漢学研究においては多様な方法論が提唱されているが、そのうちの重要なひとつとして、
清代学術に淵源を持つ方法がある。
　清儒の漢学研究については多くの研究蓄積があるものの、それら先行研究を咀嚼して清儒の方法
に迫るという道以外に、清儒たちの声そのものに耳を傾ける必要がある。この授業では、現代的な
視点から、代表的な学者の著作を読むこととする。
　単に清朝学術を研究する資料として著作をとらえるのみではなく、それらの読解を通じて、我々
現代人が中国古典といかに向き合うべきかという問いを問うこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・清朝の学者の著作を正確に読み解き、自然な日本語に翻訳する。
・著作において触れられている学術的な内容を詳しく検討する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
以下の論学書簡について、訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～３回　戴震「方言疏証序」
・第４回～５回　戴震「六書音均表序」
・第６回～７回　王念孫「説文解字注序」
・第８回～９回　王念孫「広雅疏証序」
・第１０回～１５回　銭竹汀「答問」（『書』の部分）

 [履修要件]
・概説書程度の現代中国語を読んで理解できること。
・現代中国語の正しい発音ができること。
・正しい日本語を書くことができること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。平常点は出席状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
毎回の授業に、以下に指定する工具書のうち、いずれかを携帯することを求める。 
『新華字典』『古代漢語詞典』『辞源（修訂本）』（いずれも商務印書館）、もしくは『王力古漢
語字典』（中華書局）。

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に工具書類を用いて文意を読み取っておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
前期に開講される「清代論学書簡会読」をあわせて受講することが望ましい。

※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>

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

 [授業の概要・目的]
　朝鮮の朱子学者韓元震（1682～1751）の主著『朱子言論同異攷』を読む。同書は「理気」「理」
「陰陽」「五行」「天地」等の項目ごとに朱熹の言論の異同を指摘し、その早晩の鑑別や「定論」
の判定を企図したものである。授業は輪読形式で行い、担当者が作成した訳注原稿を受講者全員で
検討する。受講者には各自、同書所引の朱熹語の原典に当たり、異同の持つ意味を整理した上で、
韓元震の所論の是非を批判的に検証することを要求する。
　テキストはソウル大学校奎章閣蔵『朱子言論同異攷』を使用する（プリント配布）。

 [到達目標]
　テキストの精読を通して朱子学に対する理解を深め、朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得るこ
とに加え、朝鮮学諸資料の利用方法を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
○第1回　資料解説、関連資料紹介、担当者の割り振り。
○第2回～第15回　資料講読。　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席情況と平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異
攷』所引の朱熹語の原典にあたること。

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

中国哲学史(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

 [授業の概要・目的]
　朝鮮の朱子学者韓元震（1682～1751）の主著『朱子言論同異攷』を読む。同書は「理気」「理」
「陰陽」「五行」「天地」等の項目ごとに朱熹の言論の異同を指摘し、その早晩の鑑別や「定論」
の判定を企図したものである。授業は輪読形式で行い、担当者が作成した訳注原稿を受講者全員で
検討する。受講者には各自、同書所引の朱熹語の原典に当たり、異同の持つ意味を整理した上で、
韓元震の所論の是非を批判的に検証することを要求する。
　テキストはソウル大学校奎章閣蔵『朱子言論同異攷』を使用する（プリント配布）。

 [到達目標]
　テキストの精読を通して朱子学に対する理解を深め、朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得るこ
とに加え、朝鮮学諸資料の利用方法を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
○第1回　資料解説、関連資料紹介、担当者の割り振り。
○第2回～第15回　資料講読。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席情況と平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異
攷』所引の朱熹語の原典にあたること。

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



文献文化学60

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アカランカの知覚論

 [授業の概要・目的]
インド８世紀のジャイナ教の思想家アカランカは、彼に先行するバルトリハリ（文法学派）、ダル
マキールティ（仏教論理学派）、クマーリラ（ミーマーンサー学派）などインド古典期の他学派の
大思想家によって発展させられた認識論・論理学を批判的に考察することによって、ジャイナ教に
おける認識論・論理学の体系を新たに作り上げた。本講義では、アカランカの著作のひとつである
『シッディ・ヴィニシュチャヤ（定説の決定）』を取り上げ、その第１章「 知覚認識についての定
説章」（プラティヤクシャ・シッディ）において展開されている知覚と概念知の問題を検討し、そ
の特質を理解することを目指す。

 [到達目標]
インド古典期の知覚論の展開について、インド思想史全体の流れの中で理解できるようになるとと
もに、認識論を構成する諸問題について、広い観点から考えることができるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション:　ジャイナ教における認識論の展開について概観し、基本的な参考文
献などを紹介する。授業の進め方を説明する。 
第２回～第１４回　アカランカ作『シッディ・ヴィニシュチャヤ』の第1章「知覚認識についての
定説章」（テキスト本文 pp. 1-119）のうちで、特に概念知を論じて仏教の知覚論を批判する箇所（
pp. 29ff.)の読解を通じて、アカランカの知覚論の特質を理解するとともに、ジャイナ教哲学におけ
る知覚論の位置付けについて検討する。出席者にも毎回の準備・発表を求める。 
第１５回　まとめ:　結論をまとめ、今後の課題や問題点について提示する。

 [履修要件]
今のところ現代語の翻訳はなく、サンスクリット原典しかないので、サンスクリットを読めること
が望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
Akalanka 『Siddhiviniscaya with Skt. comm. Siddhiviniscayavivarana of Anantavirya』（Varanasi 1959）
（ed. by Mahendra Kumar, 2 vols.）
必要なテキスト本文、参考資料テキストなどについては、プリントを配布する。 

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中心テキストである『 シッディ・ヴィニシュチャヤ』の予習復習、また他の資料文献（たとえばダ
ルマキールティの諸論書など）の予習・復習が必要。

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

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Narayanatirtha's Interpretation of the Yogasutra and the Samkhyakarika  

 [授業の概要・目的]
The aim is to study sections of two commentaries on the Yogasutra and the Samkhyakarika called the 
Yogasiddhantacandrika and the Samkhyacandrika. These two works of the seventeenth century Vedantin 
Narayanatirtha show how attitudes to the interpretion of inherited philosophical texts have changed. Through 
careful analysis we can try to uncover why these changes might have occurred. 

 [到達目標]
Why were ancient philosophical texts of rival schools still studied in the seventeenth century by prominent 
Advaita Vedantins? To answer this question we can look to the commentaries of the prominent Advaita 
scholar Narayanatirtha. We will learn how to read commentaries with the aim of determining what issues 
motivated the author to adopt given strategies, and ultimately uncover what problems the commentarial 
project was trying to address.  

 [授業計画と内容]
Week 1-2: Introduction. How many Narayanatirtha's were there? His date and place. Survey of his works. 
Advaita Vedanta in the 17th century. 
Week 3-8: Reading and analysis of passages from the Yogasiddhantacandrika. 
Week 9-15: Reading and analysis of passages from the Samkhyacandrika. Concluding discussion.

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Evaluation is based on regular attendance, participation by asking questions relevant to the readings, and a 
final essay to be handed in by week 15. The subject of the essay should touch on any aspect of Narayanatirtha'
s work we have read and discussed.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Ko, Endo. 『“The works and flourishing period of Narayanatirtha, the author of the Yogasiddhantacandrika.
” Sambhasa; 14 (1993): 41-60.』（Nagoya University.）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Please begin by reading Ko Endo’s article:“The works and flourishing period of Narayanatirtha, the author 
of the Yogasiddhantacandrika.” Sambhasa; 14 (1993): 41-60. Nagoya. 

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

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Reading of Sanskrit kaavya-literature

 [授業の概要・目的]
In this course we will engage in the linguistic, stylistic and literary analysis of Sanskrit belletristic literature 
(kaavya-). The study of kaavya-, though certainly a largely enjoyable enterprise, has been since long 
recognized to have an important didactic value and thus integrated into the traditional syllabus for the study 
of Sanskrit. Attendance of this course will, therefore, be equally beneficial to all students of Sanskrit 
independent of their specific interests and specialization. 

During the second term, our main focus will lie on the d.r"sya-kaavya- (dramatic genre). The students will 
learn about the main varieties of a Sanskrit drama and will be introduced to its main analytical constituents 
distinguished by the Sanskrit poetological tradition. The obtained theoretical knowledge will be applied to the 
reading and analysis of an actual dramatic compositions in Sanskrit. 

 [到達目標]
― to learn the main analytical tools for the evaluation of a drama proposed by the Sanskrit poetological 
tradition 
― to practice application of these tools on a single example 
― to develop skills in reading and translating Classical Sanskrit kaavya 
― to develop skills in reading and understanding of Sanskrit commentaries on kaavya- 

 [授業計画と内容]
We will concentrate on the reading and analyzing of a single drama, tentatively, Bhavabhuuti's great 
Maalatiimaadhava (15 weeks). 
The reading of the actual naa.taka- will be supplemented by lectures on the Sanskrit dramatic theory. 

Since we will begin to read the text already during the first class, the students are requested to prepare the 
translation of the first part of the text already for the first session.

 [履修要件]
This course is primarily directed at students starting from the third year of Sanskrit and above. Other students, 
who have completed the introductory course to Sanskrit grammar, are, however, also welcome to join. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class, preparation of translations of Sanskrit texts at home.

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [教科書]
The text of the Maalatiimaadhava along with its commentaries can be borrowed from the library and will be 
uploaded here prior to the beginning of the second semester.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The students will need to prepare English (or any language) translations of Sanskrit texts.

（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。



文献文化学63

授業科目名
　<英訳>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヴェーダ祭式文献研究

 [授業の概要・目的]
古代インドの宗教儀礼体系であるヴェーダ祭式には、大小さまざまな儀礼が含まれている。多くは、
基本的な祭式を共通要素あるいは枠組として、それらにさまざまな行為を組み合わせた、いわば祭
式の複合体である。授業では、ブラーフマナとシュラウタスートラを教材にして、基本的な祭式の
一つである新満月祭の導入部分を学ぶ。
 

 [到達目標]
特定の祭式行為に関する古いブラーフマナと新しいシュラウタスートラの記述を比較・検討するこ
とによって、ヴェーダ祭式文献の発達史とヴェーダ祭式の体系化に関する理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　ヴェーダ祭式と新満月祭について概説する。
第2回～第9回　『シャタパタ・ブラーフマナ』第１巻の冒頭部分を精読する。
第10回～第15回　シュラウタ・スートラの関係個所を検討する。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。評価に関しては出席を重視し、理解度と積極性を加味する。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

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

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  最初期ウパニシャッド研究

 [授業の概要・目的]
最初期のウパニシャッドである『ジャイミニーヤ・ウパニシャッド・ブラーフマナ』から重要な箇
所を選んで内容を検討するとともに、それらの箇所の思想史上の意義について考察する。

 [到達目標]
最古のウパニシャッドを精読することによって、初期散文ウパニシャッドの文体に習熟するととも
に、ウパニシャッドという文献群がどのような思想史の流れの中で誕生したかについての理解を深
める。

 [授業計画と内容]
第1回、『ジャイミニーヤ・ウパニシャッド・ブラーフマナ』のテキスト、内容、研究史を概観す
る。
第2回～第14回　テキストを精読しながら内容を検討する。
第15回　検討箇所のまとめを行うとともに、この文献についての総括を行う。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。評価に関しては出席を重視し、理解度と積極性を加味する。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

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

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 CATT， Adam Alvah

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目 ヴェーダ語の歴史比較文法 (Historical and Comparative Grammar of Vedic Sanskrit)

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。この授業では、ヴェーダ語を通時的な観点から考察し、ギリシア語、ラ
テン語、ヒッタイト語などの古代インド・ヨーロッパ語における位置付けを検討する。論文を読む
と同時にヴェーダ語文献からの短いパッセージを宿題として課すので、原典を読む楽しさを体験し
てほしい。

 [到達目標]
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する基礎知識を習得する。
・言語学者としてヴェーダ語文献を考える訓練を行い、原典を読む力を養う。
・残されている問題を把握し、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。
【基礎知識】
・印欧祖語からヴェーダ語へ（6 週）
・資料、参考書の紹介と使い方（2 週）

【ヴェーダ語研究の諸問題】（6 週）
・韻律：韻律から何が学べるのか
・音韻論：laryngeal vocalization、*o の反映など

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加、宿題、試験により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認
めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前回の復習と、課された論文及びヴェーダ語の読解問題を十分に準備すること。

（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>

インド古典学(特殊講義)
Indological Studies(Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 CATT， Adam Alvah

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目 ヴェーダ語の歴史比較文法 (Historical and Comparative Grammar of Vedic Sanskrit)

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。この授業では、ヴェーダ語を通時的な観点から考察し、ギリシア語、ラ
テン語、ヒッタイト語などの古代インド・ヨーロッパ語における位置付けを検討する。論文を読む
と同時にヴェーダ語文献からの短いパッセージを宿題として課すので、原典を読む楽しさを体験し
てほしい。

 [到達目標]
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する基礎知識を習得する。
・言語学者としてヴェーダ語文献を考える訓練を行い、原典を読む力を養う。
・残されている問題を把握し、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。
【ヴェーダ語研究の諸問題】（14 週）
・形態論：Caland system、ti-語幹のアクセント、paradigmatic vs. compositional approach、
anticausatives、passive aorists、aya-presents、stative、Narten presentsなど
・統語論：Wackernagel position、clitics、agent nouns in -tar、infinitives、gappingなど
・その他：semantics of the injunctive、types of aorists、productivityなど

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加、宿題、試験により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認
めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前回の復習と、課された論文及びヴェーダ語の読解問題を十分に準備すること。

（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>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

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2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Reading of Sanskrit kaavya-literature

 [授業の概要・目的]
In this course we will engage in the linguistic, stylistic and literary analysis of Sanskrit belletristic literature 
(kaavya-). The study of kaavya-, though certainly a largely enjoyable enterprise, has been since long 
recognized to have an important didactic value and thus integrated into the traditional syllabus for the study 
of Sanskrit. Attendance of this course will, therefore, be equally beneficial to all students of Sanskrit 
independent of their specific interests and specialization. 
During the two subsequent terms the students will be introduced to both the main varieties of Classical 
Sanskrit "fictional" writing: the versified (padya-) "sraavyakaavya- (i.e. non-dramatic genre) and the d.
r"syakaavya- (drama). 

 [到達目標]
― to develop skills in reading and translating Classical Sanskrit kaavya-
― to develop skills in reading and understanding of Sanskrit commentaries on kaavya-

 [授業計画と内容]
In the first semester we will look at several classical examples of the Sanskrit mahaakaavya-, so-called Court
Epic poetry. In following the example of monkeys who, unlike the Mount Meru who went deep up to the
bottom of the Milky Ocean, quickly leaped over it, but touched just at the surface of the water, we will
examine the introductory sections to (i.e. the first chapters of) several Sanskrit mahaakaavya-s belonging to
the Classical period.
Following the chronological order, we will begin with Kaalidaasa's Kumaarasambhava and then move to
Bhaaravi's Kiraataarjuniiya, Kumaaradaasa's Jaanakiihara.na and Maagha's "Si"supaalavaadha (the
chronology of the later two is uncertain).
As there will be no introductory session, the students are expected to prepare the translation of the first verses
of the Kumaarasambhava for the very first class.

 [履修要件]
This course is primarily directed at students starting from the third year of Sanskrit and above. Other students, 
who have completed the introductory course to Sanskrit grammar, are also welcome to join. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class, preparation of translations of Sanskrit text at home.

 [教科書]
The text of Kumaarasambhava can be downloaded from archive.org or borrowed from the library. Further 
materials (handouts and
electronic PDF files) will be distributed in class.

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The students will need to prepare English (or any language) translations of Sanskrit texts

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  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 

題目  クマーリラ作『シュローカ・ヴァールティカ』を読む

 [授業の概要・目的]
７世紀頃に活躍したと思われるミーマーンサー学派の学匠クマーリラによる『シュローカ・ヴァー
ルティカ』のVanavada章を読解する。本授業では，上記のテキストを章の冒頭から精読することを
通して，ミーマーンサー学派が存在論（特に普遍と特殊）に関してどのような思想体系を有してい
たかを考察することを目的とする。具体的な内容としては，普遍と特殊の相違と同一性，普遍の実
在性，普遍・特殊と言葉の関係性などといったトピックや問題を扱う。また，同章の一部の記述と
ジャイナ教徒サマンタバドラによる『アープタ・ミーマーンサ―』に内容的に類似する偈が見られ
るが，クマーリラの思想体系とサマンタバドラの思想体系を比較検討することも本授業の主要な目
的としたい。講読の際には必要に応じて，パールタサーラティ・ミシュラによる『ニヤーヤ・ラト
ナーカラ』等の注釈書も参照する。 
　また『シュローカヴァールティカ』に説かれる理論や思想は，インド哲学諸派のみならず，仏教
認識論・論理学にも多大な影響を与えた。テキスト読解の際には，ディグナーガやダルマキールテ
ィによって確立された仏教認識論・論理学の思想体系との比較も同時に行いたい。 

 [到達目標]
・サンスクリット語で書かれたテキストを正確に読解することができるようになる。 
・哲学文献の注釈書のスタイルや読み方を知り，それに精通する。
・テキスト上の問題点に気付き，それを的確に指摘し修正できるようになる。 
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。 
・テキストを読解する過程で遭遇した問題に対して適切に問いを設定し，立論と論証によりそれを
解決することができるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では，『シュローカ・ヴァールティカ』を，Vanavada章の冒頭から講読する。すでに出版され
ている校訂本を元に，適宜比較・校合・校訂を行いながら，批判的に精読する。 

第１～３回　　イントロダクション，ミーマーンサー学派の思想体系に関する概説 

第４～１４回　『シュローカ・ヴァールティカ』Vanavada章の講読 

第１５回　　　全体の総括

 [履修要件]
サンスクリット語の文法的知識と基本的な読解能力を必要とする。 

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業への参加度，授業中の発言，授業での発表，テキスト読解の正確さ）100％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・講読するテキストを事前に指定しておくので，その回に読む箇所を事前に精読しておくこと。 
・テキスト上の問題点等について，指摘・質問できるよう準備しておくこと。 
・その回に読んだ箇所について再度読み直し，授業で議論された問題点等を再度確認しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業の前後に受け付けます。

※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>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目
アカランカ作『シッディ・ヴィニシュチャヤ（定説の決定）』「第2章サヴィカルパ・シ
ッディ』の読解演習

 [授業の概要・目的]
インド８世紀のジャイナ教の思想家アカランカの主著のひとつである『シッディ・ヴィニシュチャ
ヤ（定説の決定）』から第2章を取り上げ、読解する。概念知としてのあり方を知覚に認めるジャ
イナ教の知覚論について理解を深めることを目的とする。  

 [到達目標]
サンスクリット哲学文献を理解するための基礎的能力と知識を身につけることができる。インド古
典期の後期における諸学派の認識論を全体的に理解することができる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション:　インド古典期の諸哲学派における知覚と概念知をめぐる問題につい
て概観し、基本的な参考文献などを紹介する。授業の進め方を説明する。 
第２回～第１４回　アカランカ作『シッディ・ヴィニシュチャヤ』の第2章「概念知についての定
説章」（テキスト本文 pp. 120-173）を読解する。毎回、ある程度まとまりがある範囲のテキストの
読解を担当者が受けもち、読解を進める。
第１５回　まとめ:　結論をまとめ、今後の課題や問題点について提示する。

 [履修要件]
サンスクリットのテキストを読む能力がある者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
Akalanka 『Siddhiviniscaya with Skt. comm. Siddhiviniscayavivarana of Anantavirya』（Varanasi 1959）
（ed. by Mahendra Kumar, 2 vols.）
必要なテキスト本文、参考資料テキストなどについては、プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
参照すべき文献などに関しては、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの予習復習、また他の資料文献の予習・復習が必要。  

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  The Nyayamanjari on the Result of Upamanapramana  

 [授業の概要・目的]
We will read the sections of the Nyayamanjari of the Kashmirian logician Jayantabhatta dealing with 
comparison as a veridical way of knowing and particularly the vexed question on what exactly might be its 
Result. The primary goal is to understand how Jayanta's views fit into the history of Nyaya logic and how he 
deals with opponents. This class will thereby also serve as an introduction to the reading of philosophical 
Sanskrit. 

 [到達目標]
We will learn how to read Sastric Sanskrit and discuss the prerequisites expected from the intended reader. 
The theory of comparison as a veridical way of knowing was accepted by Nyaya theorists despite its complex 
or composite nature. We will learn how to identify opponents and rethink Jayanta's arguments against their 
actual presentations rather than his reformulations of their views.  

 [授業計画と内容]
Week 1-2: Introduction. Jayanta and the Kashmir intellectual milieu from the 8th - 12th centuries. His works 
and style. 
Weeks 3-15: Reading of selected passages from the Nyayamanjari, commentaries and opposing views.

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Evaluation is based on regular attendance, participation in class discussions and by asking relevant questions. 
A short essay touching on any issue in the texts we have read and discussed is to be submitted by week 15.

 [教科書]
授業中に指示する

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Begin by reading: 

Kumar, Shiv (1994). "Upamana in Indian Philosophy". Eastern Book Linkers. 

Chattopadhyay, Uma (2009). "Dishonoured by Philosophers: Upamana in Indian Epistemology". D. K. 
Printworld. 

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Panini's Grammar

 [授業の概要・目的]
The Purpose of this class is to provide an introduction to the methodology of Panini’s system of Grammar. 
As a foundational text for the study of Sanskrit, it is frequently made use of in philosophical texts and in 
commentarial literature. A basic understanding of Panini’s system is therefore indispensable for anyone 
wishing to study these texts. The emphasis of the class will be on learning Panini’s system of derivation and 
semantic analysis. 

 [到達目標]
By studying the basic technical vocabulary, derivational  and semantic principles of the organization of Panini
’s grammar, students will become proficient in interpreting Sutras invoked in real literature. Therefore, the 
class will introduce the basic structure by looking at the most important sutras for all of the major categories 
of Paninian discourse, while avoiding detailed discussions on the finer points of the correct interpretation of 
individual sutras. In points of doubt the Siddhantakaumudi’s interpretation will be followed. More effort 
will be spent in looking at practical examples provided by later commentators. 

 [授業計画と内容]
Week 1: Introduction to Panini. His place and time. The surviving corpus, Astadhyayi, Aksarasamamnaya, 
Dhatupatha, Ganapatha. The Mahabhasya, and the Kasika.

Week 2: Later attempts at reorganization, the Siddhantakaumudi. Pratyahara sutras. Guns and Vriddhi.

Week 3-15: Introduction to the sutrapatha.

 [履修要件]
Basic knowledge of Sanskrit  will be helpful. Classes will be in English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation (80%), Short final paper (20%).

 [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]
To be announced.

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所 研究員 山口　周子

 

配当
学年  1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  パーリ語講読

 [授業の概要・目的]
　パーリ語は、上座部仏教系の聖典書写に使用された主要言語であり、サンスクリット語、チベッ
ト語などと同様、インド古典学および仏教学の学習・研究を進めるうえで極めて有益な言語のひと
つである。
また、その音韻的特徴などを把握することで、古典サンスクリット語やヴェーダ語といった古代イ
ンド語に対する知識を深めることも期待できる。

　本講座では、『ダンマ・パダ（法句経）』の解説書に収められた、ウデーナ王物語（Udenavatthu）
の最終章、およびチューラパンタカ長老の物語 (Culapanthakattheravatthu) を読む予定である。なお、
文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。

 [到達目標]
今後の学習や研究に必要なパーリ語原典テキストを自力で読解できる程度の語彙力と読解力を身に
つける。

 [授業計画と内容]
第１回：・パーリ語とは（言語的特徴などについて概説）
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・Udenavatthu に関する説明（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回～第8回：Udenavatthu の最終章を講読 (第8回で Culapanthakattheravatthu のテキスト（プリン
ト）を配布)

第9回：Culapanthakattheravatthu に関する説明（物語の概要、関連テキストなど）ののち、講読開始

第10回～第15回：Culapanthakattheravatthu 講読

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
Wilhelm Geiger 『A Pali Grammar』（The Pali Text Society）ISBN:0 86013 318 4
水野　弘元 『パーリ語文法』（山喜房佛書林）ISBN:4-7963-0010-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキスト講読は輪読形式で行うため、予習をして臨むことが望まれる（1回の授業につき、２ペー
ジ程度の進度）。

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  1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  アルダマーガディー入門

 [授業の概要・目的]
現在もインド国内を中心に教団が存続しているジャイナ教の起源は、仏教の成立と同時代であり、
両教には類似点も多い。ジャイナ教白衣派の聖典で使用されるアルダマーガディー(Amg)は、プラ
ークリットの一つでありパーリ語とも類似性を持つ。Amgで書かれたテキストを実際に読みながら、
プラークリットになれる。

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことで、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつプラークリットの特徴を理解する。あわせて、Amgを伝持してきたジャイナ教の基本的な
思想を理解する。

 [授業計画と内容]
１回目:アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgのテキストを伝承してきたジャイナ
教の紹介。
２～５回目：実際に短いテキストを用いて音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。テキスト
の読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予定である
が、まず、Amgを伝持してきたジャイナ教の修行者に関するDasaveyaliya 10章（韻文）を読む。
６～１５回目：教訓法話集である、Nayadhammakahao 8章 Malli(散文)を読み進める。これは、第19
代の師祖Malliiに関する章であり、白衣派では女性とされるが空衣派では男性とされている。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：出席、授業内での発言（和訳等含む）

 [教科書]
コピーを配布する。
渡辺研二　「アルダ・マーガディー語文法入門(1)--(3)」『ジャイナ教研究』第14-16号, 2008--2010.
F. van den Bossche. Refarence Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習はなるべく少なくする方針である。

（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>

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Academic writing in English  

 [授業の概要・目的]
The course introduces important idioms, conventions of style, referencing and layout common in English 
academic writing (with a focus on Indology and Buddhology). This is achieved by researching, outlining, 
composing, presenting, and then correcting short essays or parts of ongoing work.

 [到達目標]
The goal of the course is to develop students’ skills in academic writing in English (with a focus on 
academic writing in the fields of Indology and Buddhology).

 [授業計画と内容]
Weekly presentations and discussions of ongoing work (15 weeks).

 [履修要件]
Students of Departments of Indological Studies and Buddhology have precedence if the number of students is 
beyond the appropriate class size. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Essay writing, attendance and participation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Two hours per week to prepare written essays.

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Academic writing in English

 [授業の概要・目的]
The course introduces important idioms, conventions of style, referencing and layout common in English 
academic writing (with a focus on Indology and Buddhology). This is achieved by researching, outlining, 
composing, presenting, and then correcting short essays or parts of ongoing work.

 [到達目標]
The goal of the course is to develop students’ skills in academic writing in English (with a focus on 
academic writing in the fields of Indology and Buddhology).

 [授業計画と内容]
Weekly presentations and discussions of ongoing work (15 weeks).

 [履修要件]
Students of Departments of Indological Studies and Buddhology have precedence if the number of students is 
beyond the appropriate class size.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Essay writing, attendance and participation.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Two hours per week to prepare written essays.

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 赤松　明彦
准教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
教授 人文科学研究所 藤井　正人
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
インド学・サンスクリット学の分野における論文作成の技術を基礎から学び、みずからテーマを選
んで資料を集め、分析し、その成果を発表する。さらに討論の場で議論し、批判を受けるという訓
練を重ねることで、本格的な論文を作成するためのノウハウを身につける。

 [到達目標]
インド学・サンスクリット学の分野における研究方法を学び、論文作成技術を身につけることがで
きる。

 [授業計画と内容]
学生各自が選んだテーマについて、毎回研究発表をおこなってもらい、議論・批判を通して論文の
作成方法について指導する（15週）。当該年度の卒論・修論・博論提出予定者にはそれぞれの論文
に関わるテーマやテキストに関する発表を行ってもらう。それ以外の学部生、院生はそれぞれの研
究課題について特定のテーマを選んで発表を行ってもいいし、また近年の重要論文についての研究
発表を行ってもよい。各学生には１～2回程度の発表の機会が与えられる。また、当該分野の短期
滞在中の研究者や教員が模範として発表を行うこともある。討論を通じて研究方法、論文作成方法
を学ぶことが主眼なので、討論の時間を十分にとるために各自の１回の発表は半時間程度におさめ
ることが望ましい。

 [履修要件]
原則的にインド古典学専修の学生であるが、インド学に関連する分野の研究を行っている他専修の
学生も履修可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表と討論への参加度により総合的に判断する）

 [教科書]
使用しない

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表内容について早めに計画をたてて、十分な準備をすること。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学の学部4年生以上の学生には必修。自分の発表をするだけでなく、他の発表を聞いて
積極的に討論に参加することを期待する。

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

インド古典学(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 赤松　明彦
准教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
教授 人文科学研究所 藤井　正人
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
インド学・サンスクリット学の分野における論文作成の技術を基礎から学び、みずからテーマを選
んで資料を集め、分析し、その成果を発表する。さらに討論の場で議論し、批判を受けるという訓
練を重ねることで、本格的な論文を作成するためのノウハウを身につける。

 [到達目標]
インド学・サンスクリット学の分野における研究方法を学び、論文作成技術を身につけることがで
きる。

 [授業計画と内容]
学生各自が選んだテーマについて、毎回研究発表をおこなってもらい、議論・批判を通して論文の
作成方法について指導する（15週）。当該年度の卒論・修論・博論提出予定者にはそれぞれの論文
に関わるテーマやテキストに関する発表を行ってもらう。それ以外の学部生、院生はそれぞれの研
究課題について特定のテーマを選んで発表を行ってもいいし、また近年の重要論文についての研究
発表を行ってもよい。各学生には１～2回程度の発表の機会が与えられる。また、当該分野の短期
滞在中の研究者や教員が模範として発表を行うこともある。討論を通じて研究方法、論文作成方法
を学ぶことが主眼なので、討論の時間を十分にとるために各自の１回の発表は半時間程度におさめ
ることが望ましい。

 [履修要件]
原則的にインド古典学専修の学生であるが、インド学に関連する分野の研究を行っている他専修の
学生も履修可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表と討論への参加度により総合的に判断する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表内容について早めに計画をたてて、十分な準備をすること。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学の学部4年生以上の学生には必修。自分の発表をするだけでなく、他の発表を聞いて
積極的に討論に参加することを期待する。

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  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  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（古典サンスクリット）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット文法を既習した学生を対象とする初級演習。語彙集を備えたリーダーを使って、易
しい韻文・散文を読むことで文法知識を確実に身につけること、最終的には辞書を使って自力で原
典が読めるようになることを目的とする。

 [到達目標]
サンスクリット文法をきちんと身につけた上で、テキストを正確に読むことができるようになる。
また、サンスクリットの辞書を有効に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　これからテキストを読んでいくための基礎的知識と工具書（文法書・辞書など）の説明を
行う。文の基本構造の分析や複合語などのいくつかの文法項目の復習を行う。
第２～６回　「ナラ王物語」から数章を読む。
第７～１１回　「ヒトーパデーシャ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１２～１４回　「カターサリットサーガラ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１５回　定期試験
毎回の進度は受講者の習熟度によるが、最初の数回は文法を確認しながらゆっくり読み、その後は、
毎回2頁程度の進度で読み進める。

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験によって評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R. 『A Sanskrit Reader』（Motilal Banarsidass）ISBN:978-81-208-1362-2（インド学研究室
にて購入できる。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。特に復習が大事であり、予習が十分にできなかった場合も授業に
は出席して復習をきちんと行うことが肝心である。またデーヴァナーガリー文字を学んでいない者
は、受講前に自習しておくこと（サンスクリットやヒンディーの文法書で自習することができる）。

（その他（オフィスアワー等））
この授業を履修する学生は、後期に開講される「サンスクリット初級演習（ヴェーダ語）」も履修
することが望ましい。どちらを先に履修してもかまわない。

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  1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  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（初期サンスクリット [ヴェーダ語]）   

 [授業の概要・目的]
サンスクリット基礎文法の既習者を対象とする初級演習。比較的簡単なヴェーダ散文を読みながら、
初期サンスクリット（ヴェーダ語）の文法と構文の基礎を習得する。

 [到達目標]
サンスクリットの文章を正確に分析する技法を学ぶことによって、どの時代の、どのジャンルのサ
ンスクリットにも対応できる読解力の基礎を身につける。

 [授業計画と内容]
サンスクリット基礎文法の知識である程度読むことのできる『シャタパタ・ブラーフマナ』を教材
にして、ヴェーダ散文の手ほどきを行う。そのあと、代表的な初期ウパニシャッドである『ブリハ
ッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』の一節ないし数節を精読する。教科書とともに、アクセン
トを伴った校訂本のプリント（授業時に配布）を用いて、語句・構文・アクセントなど、テキスト
のすべての要素を分析して読解する方法を学ぶ。辞書については、初めのうちは教科書の語彙集を
用いるが、徐々に本格的な辞書や語源辞典を使いこなすことを目指す。
第1回　アクセントの表記と機能について解説するとともに、テキスト読解に関する基本的な方法
について指示する。
第2回～第14回　テキストを精読する。
第15回　定期試験
フィードバック（方法は授業中に指示する）

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（５０％）と定期試験（５０％）により評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R.『A Sanskirt Reader』(Motilal Banarsidass) ISBN:978-81-208-1363-2 (インド学研究室にて
購入できる。)
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。 

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own.
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own.

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own.

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per
week.

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  インド古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
インド古典学・仏教学に関連するフランス語の文献を講読し、フランス語の文献の読解力をつける
とともに、サンスクリット学、インド哲学、仏教学についての基礎的な知識を身につけることを目
的とする。

 [到達目標]
インド古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
フランスにおけるインド学の泰斗であったLouis Renou（1896-1966）が残した研究論文の中から、
サンスクリット文献を読むにあたってまず参照すべき基本文献を選んで読解する。今年度は、サン
スクリット文献の構造とジャンルについて論じた三つの論文を読解する。 
第1回    イントロダクション：Louis Renou の業績の全体について説明する。
第2―5回 Sur le genre du sutra dans la litterature sanskrite (Journal Asiatique 251, 1963, 本文 pp. 165-199)を
読解する。
第6―9回 Sur la forme de quelques textes sanskrits (Journal Asiatique 249, 1961, 本文 pp. 163-170; 172-180;
 183-193; 197-207) を読解する。
第10―14回 Sur la structure du kavya (Journal Asiatique 247, 1959, 本文 pp. 1-61) を読解する。
第15 回 まとめ
13 回にわたる精読と各種検討の成果をまとめ、課題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]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない
講読テキストはコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
参照すべき文献などに関しては、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、講読する箇所の予習が必要である。毎回、数名が当該箇所のフランス語を和訳し、発表
する。

（その他（オフィスアワー等））
積極的な発表が望まれる。

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

インド古典学(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
Rolf A. Stein(1911-1999)によって書かれた 「La civilisation tibétaine」の様々な個所を講読する。本傑
作は、地理的、歴史的、社会的、文化的、宗教的、哲学的なあらゆる観点からのアプローチにより
チベットの文明を紹介しており、チベット語また中国語の原典、チベット渡航者による見聞録、そ
して現代研究に基づいて書かれている。授業では、特にチベットを偉大なインドと中国文明の交点
と考えることでチベットにおける仏教の伝承を中心に考察する。  

 [到達目標]
印度古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。 

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する） 。

 [教科書]
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳および英訳し、
発表する。 

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

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

サンスクリット（２時間コース）(語学) 
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
文学研究科 招聘研究員 天野　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジア（インド）において、古くは紀元前1200年頃より、多くの文献資料を
残してきた言語である。サンスクリット語の習得は、インドの宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥ
ー教等）や哲学文献、文学の研究へと道を開く。また、サンスクリット語は、インド・ヨーロッパ
語族に属し、その古さと文法・音韻の保守性から、インド・ヨーロッパ祖語の解明・理解に欠かせ
ない重要言語であるため、言語学、西洋古典の学生、研究者にも有益である。 

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につける
ことによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。 

 [授業計画と内容]
文法事項の解説と練習問題による読解演習とを平行して授業を進める。扱う主な文法事項は： 

前期
サンスクリット語概論、音論・連声(第1-3週) 
名詞・形容詞曲用(母音語幹:第4-9週、子音語幹:第10-14週) 
複合語、代名詞、数詞(第15週) 

後期 
動詞現在活用(第1種活用:第16-18週、第2種活用:第19-22週) 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞(第23-29週) 
試験(第30週) 
 
*授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。
*試験のフィードバックについては、授業の中で指示する。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(練習問題の予習の評価、50点)と年度末筆記試験(50点)による。

 [教科書]
必要に応じて、補助資料（プリント）を配布する。

サンスクリット（２時間コース）(語学) (2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
上村 勝彦 『サンスクリット語・その形と心』（三省堂）ISBN:4385364656

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習:毎週、練習問題の解答（訳）を準備してくること。 
復習:授業で説明した文法事項を復習すること。 

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことについては積極的な質問を期待する。

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

サンスクリット（４時間コース）(語学) 
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  Sanskrit Grammar 

 [授業の概要・目的]
This course targets at students with no prior knowledge of Sanskrit and offers a systematic introduction to the 
language. The main focus is laid upon learning the foundations of grammar, developing a basic vocabulary, 
and acquiring skills in understanding of Sanskrit texts.

 [到達目標]
- to read and write in Devanagari-script (also used for Hindi)
- to gain a systematic overview of basic and intermediate grammar of Classical Sanskrit 
- to develop skills of reading and interpreting simple prose and verse in Classical Sanskrit
- to develop basic skills in composing prose sentences in Classical Sanskrit

 [授業計画と内容]
We will largely follow the plan laid out in M. Deshpande’s manual “Samskrita-Subodhini: A Sanskrit 
Primer”. When necessary, we may at times turn to E. D. Perry’s manual “A Sanskrit Primer”, a 
Japanese translation of which is available. 

During the first one and a half terms we will concentrate at understanding the workings of Sanskrit grammar 
and will then focus at reading of simple Sanskrit texts.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance, participation, homework, quizzes.

 [教科書]
M. Deshpande  『Samskrta-Subodhini: A Sanskrit Primer 』（The University of Michigan Press ）ISBN:
9780891480792
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

サンスクリット（４時間コース）(語学)  (2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（４時間コース）(語学)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
Arthur A. MacDonell 『A Sanskrit Grammar for Students』（OUP, 1971）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Homework involves preparing translations from Sanskrit into English and translations from English into 
Sanskrit. Weekly review of grammatical categories and memorization of vocabulary. The expected 
preparation time is approximately two to three hours per week.  

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

ヒンディー語（初級）(語学) 
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語(初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。  

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。  

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】 
 　　 
 後期 
５. 中間試験のフィードバック【１週】 
６．文法と会話【8週】 
７．文法と絵本講読【５週】 
８．期末試験【１週】 

なお、フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。  

ヒンディー語（初級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）と筆記試験（期末３０、年度末40）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス、ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8 （CDエクスプレ
ス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと ）

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。  
 

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

ヒンディー語（中級）I
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  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  ヒンディー語特別講義 I

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。 
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。 
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。 
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。 

第 1～ 5週目：アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話ほか 
第 6～10週目：インド神話関連の物語 
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（マハーバーラタ、カター・サーガルなど） 

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的な参加（40%） 
期末試験あるいはレポート（60%）

 [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

ヒンディー語（中級）I(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）I(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書引いて意味を調べ、内容把握をきちん
としておくこと。
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。 

（その他（オフィスアワー等））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

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

ヒンディー語（中級）II
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  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  ヒンディー語特別講義 II

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。

第 1～ 5週目：現代の短篇小説、ヒンディー語映画の詩歌
第 6～10週目：新聞記事、TVニュース
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（ラーマーヤナ、マハーバーラタ、カター・サーガ
ルなど)

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的な参加（40%）
期末試験あるいはレポート（60%）

 [教科書]
授業中に指示する

ヒンディー語（中級）II(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）II(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書引いて意味を調べ、内容把握をきちん
としておくこと。
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。

（その他（オフィスアワー等））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパが大乗仏教の実践につい
て著した論書のひとつに『菩提道次第大論』がある。本特殊講義は、インド大乗仏教の実践と比較
しながら『菩提道次第大論』を精読し、ツォンカパとインド仏教双方の実践についての理解を深め
ることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの説く実践の検討を通じて、ツォンカパとインド仏教双方の実践に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに関する研究はチベット仏教の中で
は比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に和訳が存在するが、既存の研究を
批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表担当者は、引用されるインド原典
ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。授業は、初回に『菩提道次第大
論』について概説し、二回目以降は、『菩提道次第大論』を冒頭より読み進めながら、必要に応じ
インド原典を引用箇所の前後も含めて平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の同特殊講義をあわ
せて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパが大乗仏教の実践につい
て著した論書のひとつに『菩提道次第大論』がある。本特殊講義は、インド大乗仏教の実践と比較
しながら『菩提道次第大論』を精読し、ツォンカパとインド仏教双方の実践についての理解を深め
ることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの説く実践の検討を通じて、ツォンカパとインド仏教双方の実践に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに関する研究はチ
ベット仏教の中では比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に和訳が存在する
が、既存の研究を批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表担当者は、引用
されるインド原典ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。授業は、『菩
提道次第大論』を冒頭より読み進めながら、必要に応じインド原典を引用箇所の前後も含めて平行
して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。必要があれば、初回に『菩提道次第大論』につ
いて概説する。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の同特殊講義を受講
していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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

仏教学(特殊講義）
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1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   

使用
言語   日本語 

題目  仏教基本漢語の中国的解釈とインド的解釈(1)

 [授業の概要・目的]
この授業は仏教語と呼ばれる用語のうち，誰もが知っているような基本的語彙を取り上げ，その語
を中国仏教史ではどのように理解するかを学ぶ。資料は漢語（漢文）であり，訓読法で読む（現代
中国語は使用しない）。中心的に扱う時代は六朝隋唐時代である。中国における解釈がインド仏教
における解釈と同じか異なるかをも理解するため，漢語として残るインド仏教資料である漢訳仏典
における同じ語の解説も紹介し，その相違から中国仏教の考え方と用語解説の特徴について考察す
る。読解するテキストは複数の文献に及ぶため，教員が準備し，それを初回以降，何回かに分けて
配布する。

 [到達目標]
以下の諸点を習得し，説明できるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料
４．仏教漢語の特徴──漢語として読むべき部分とインド語の訳として読むべき部分
５．仏教の中国的変容に関する要点

 [授業計画と内容]
第1回：中国仏教を学ぶために必要な工具書と基本となる研究書，電子テキストの概説
第2回：大蔵経の基礎知識，特徴，歴史
第3回：大正大蔵経を用いる時に注意すべきこと
第4回：「仏」の意味とそれを解説する基本文献
第5-7回：「経」（スートラ）の意味とそれを解説する基本文献
第8-9回：「如来」の意味を解説する基本文献
第10-12回：「真如」の意味とそれを解説する基本文献
第13回：「如是我聞」の意味とそれを解説する基本文献
第14回：前期に精読した内容の整理

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1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   

使用
言語   日本語 

題目  仏教基本漢語の中国的解釈とインド的解釈(2)

 [授業の概要・目的]
この授業は仏教語と呼ばれる用語のうち，誰もが知っているような基本的語彙を取り上げ，その語
を中国仏教史ではどのように理解するかを学ぶ。資料は漢語（漢文）であり，訓読法で読む（現代
中国語は使用しない）。中心的に扱う時代は六朝隋唐時代である。中国における解釈がインド仏教
における解釈と同じか異なるかをも理解するため，漢語として残るインド仏教資料である漢訳仏典
における同じ語の解説も紹介し，その相違から中国仏教の考え方と用語解説の特徴について考察す
る。読解するテキストは複数の文献に及ぶため，教員が準備し，それを初回以降，何回かに分けて
配布する。前期に学んだことを元に，後期には精読対象とする仏教語を変え，さらに理解を深める。

 [到達目標]
以下の諸点を習得し，説明できるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料
４．仏教漢語の特徴──漢語として読むべき部分とインド語の訳として読むべき部分
５．仏教の中国的変容に関する要点

 [授業計画と内容]
第1回：必要な工具書，研究書，電子テキスト，大蔵経の基礎を概説と再確認
第2回：「契経」および「契」の意味とそれを解説する基本文献
第3回：「戒」「律」「律儀」の意味とそれを解説する基本文献
第4回：仏教的な「道」の意味とそれを解説する基本文献
第5-7回：仏教的な「聖」の意味とそれを解説する基本文献
第8-9回：「涅槃」の意味とそれを解説する基本文献
第10-11回：漢字二字から成る仏教語の特徴──二三の語例に即して
第12回：「序」の意味とそれを解説する基本文献
第13回：「鈔」「抄」の意味とそれを解説する基本文献
第14回：後期に精読した内容の整理

 [履修要件]
特になし

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所の下調べ。自分自身の訳を準備してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しません。
授業に関係する事柄であれば質問等はいつでも大歓迎です。授業初回に問い合わせ先メールアドレ
スを知らせます。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学） 教授 室寺　義仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』「本地分」中「意地」における「縁起」観の考察

 [授業の概要・目的]
　釈尊（ゴータマ・ブッダ）が説き示した真理内容は、「四諦」「五蘊」、そして「縁起」の各説
として今に伝わる。ブッダは覚醒体験を経た後、その自覚内容を言葉化したとき、有情／衆生の存
在の中核には「苦」があること（「苦諦」）を宣言した。この「苦」とは、およそ存在者一般を、
無常なる存在として刹那なる時間の内に、純然たる苦しみの集合体たる「五蘊」の流れから形成さ
れていると観て、老いて死する存在であるとともに、その誕生の始まりに死を観る苦しみでもある。
このような意味での仏教的「縁起」観を、インド仏教におけるヨーガーチャーラたちの所説を伝え
る『瑜伽師地論』のサンスクリット原典テキストを精読することを通じて考察する。

 [到達目標]
サンクリット・原典テキストの文献学的分析手法を習得すること。

 [授業計画と内容]
　基本的に下記の項目内容に沿った形で、まず「縁起」についての所説の概要を講義し、次いで講
読対象テキストの精読へと進む。
　1. パーリ・ニカーヤに伝わる縁起説、北伝のアビダルマ諸論書に伝わる縁起説についての概説（
2回の授業予定）
　2. 『瑜伽師地論』についての概説（1回の授業予定）
　3. 『瑜伽師地論』「本地分」の中、「意地」における「縁起」説を精読する。
ただし、ドクトラント（課程博士候補生）の諸君から、課程博士論文提出に向け、研究遂行中のサ
ンスクリットテキストのワーキングエディションが提示されるときには、個々のドクトラントが研
究対象としているテキストを共に精読することとする。

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原典
テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に臨
むこと。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学） 教授 室寺　義仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』「本地分」中「意地」における「縁起」観の考察（続き）

 [授業の概要・目的]
　前期授業の内容をさらに深く吟味しつつ、テキストの精読を通じて思索を深めて行くことを目的
とする。

 [到達目標]
サンクリット・原典テキストの文献学的分析手法を習得すること。

 [授業計画と内容]
　ドクトラント（課程博士候補生）の諸君が作成したサンスクリットテキストのワーキングエディ
ションを用いて、文献学的考察を遂行する。（前期授業内容の継続）

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原
典テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に
臨むこと。

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

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態   

使用
言語   英語 

題目 チベット仏教の宗派 ― 歴史と文献 / Buddhist Schools in Tibet: History and Texts

 [授業の概要・目的]
This semester we will consider a fundamental text of the school of the Ancients (rNying ma pa) in Tibetan 
Buddhism. It is attributed to its founder and central figure, the master Padmasambhava, who was reportedly 
invited by the Tibetan emperor in the 8th century CE, during the first period of diffusion of Buddhism in 
Tibet. This text is entitled Spiritual Instructions: the Rosary of Views (Man ngag lta ba’i phreng ba) and it 
offers a systematic and insightful overview of the different philosophical views of Indian schools, non-
Buddhist and Buddhist.

Indeed, especially focused on Buddhism, it magisterially exposes the whole set of teachings that were 
transmitted, translated and assimilated at that time by the Tibetans. It makes use of a system of nine layers, 
subdividing the more general Buddhist categories of Lesser Vehicle, Great Vehicle and Diamond Vehicle. 
For each level, it explains the key points of their respective philosophical “view” (lta ba), body-mind 
exercises or “cultivation” (sgom pa), “conduct” (spyod pa), and “result” (’bras bu). In this sense, it 
offers a remarkable perspective to examine the complexity and dynamics of contemplative life in Tibet.

Ultimately, the text culminates in the view of the so-called Great Perfection (rDzogs chen) which 
encompasses all former teachings into a unique synthesis. We will also refer, when necessary, to later Tibetan 
commentaries of this major text. 

 [到達目標]
Understanding the basics of the history, doctrines, and practices of the main schools of Buddhism in Tibet.
Learning how to read Tibetan indigenous literature.
Analyzing Tibetan Buddhist texts in their historical contexts. 

 [授業計画と内容]
Class 1.　Introduction

Classes 2-14.　Reading of the Tibetan text and its commentaries

Class 15. Wrap-up session and feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Evaluation is made according to participation.

 [教科書]
授業中に指示する

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Tibetan texts and secondary literature will be provided or indicated at each class for the preparation of the 
next class.  

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

 [授業の概要・目的]
一切法の空を主張する中観派には、その極端に見える主張のために初期から批判があったが、イン
ド後期中観派の時期にはどのような問題設定や批判があり、中観派はそれにどう答えたのであろう
か。本演習では、11世紀頃に活躍したプラジュニャーカラマティ著『入菩提行論細疏』「般若波羅
蜜多章」を取り上げ、そこに見られる多様な議論の検討を通して、その当時の思想状況とインド後
期中観派について理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。

 [授業計画と内容]
初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイントロダクションを行い、二回目以降の授業で
は、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題について解説ならびに議論を行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の演習もあわせて受
講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

 [授業の概要・目的]
一切法の空を主張する中観派には、その極端に見える主張のために初期から批判があったが、イン
ド後期中観派の時期にはどのような問題設定や批判があり、中観派はそれにどう答えたのであろう
か。本演習では、11世紀頃に活躍したプラジュニャーカラマティ著『入菩提行論細疏』「般若波羅
蜜多章」を取り上げ、そこに見られる多様な議論の検討を通して、その当時の思想状況とインド後
期中観派について理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題について解説ならびに議論を行
う。必要があれば、初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイントロダクションを行う。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の演習も受講してい
ることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 高野山大学　文学部　助教 加納　和雄

 

配当
学年  1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  演習

使用
言語   日本語 

題目  梵文仏典写本精読

 [授業の概要・目的]
インド周辺諸国に伝存する梵文仏典写本は、失われたインド仏教の原像に近づくための一次資料で
あり、とくにチベットやネパールに伝来する梵文写本については近年めざましい研究成果が報告さ
れている。授業では梵文仏典写本研究の現状を理解したうえで、実際に写本の解読を行いながら写
本研究の方法論を習得することを目指す。

 [到達目標]
梵文仏典写本の研究状況の大局を把握し、写本読解の基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
授業においてはまず、ネパール・チベットに伝存する梵文仏典写本研究の現状を解説する。世界各
地の研究機関が所蔵するコレクションを俯瞰して、それらがいかなる由来をもち、どの程度解読が
進んでいるのかについて説明する。また、写本を読むための基礎知識として写本特有の文字の綴り
方や奥書の読み方などについて学ぶ。そして、写本の所有者について明かし、その来歴と伝承過程
について補足する。それらの基礎知識を習得した後には、写本解読の実践的な能力を養うために、
未解読の写本をサンプルとして選り抜き、順次、授業において丹念に解読を進める。サンプルは、
短めの断片写本を扱い（大乗仏典を中心とする予定だが出席者の要望にも応じる）、写本の読みに
問題がある箇所を一つずつ洗い出して解決策を模索しながら精読してゆく。資料は適宜授業におい
て配布する予定である。基本的に演習形式とするが初心者も歓迎する。

第一～三回　歴史的背景の確認と研究状況の概観
第四、五回　資料読解のための実践知識の習得
第六～十五回　資料の読解

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業配布資料を予習・復習すること。出席者には課題をそのつど課す。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1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  仏教のこころ観①：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
　仏滅後100年頃に、仏教教団は保守的な上座部と革新的な大衆部とに分裂したとされる。それか
らさらに18とも20ともいわれる様々な学派が生じるにいたった。上座部系の主要な勢力の1つに説
一切有部が存在する。チベット仏教文化圏においては、説一切有部、経量部、瑜伽行唯識学派、中
観派をインド仏教の四大学派とみなし、説一切有部の代表的作品をヴァスバンドゥ著
Abhidharmakosa（倶舎論）とみなしている。Abhidharmakosaは、真諦や玄奘により漢訳され、7世紀
には日本に伝わり倶舎宗が形成され、近代にいたるまで伝統仏教各派により基礎教学として広く学
習された。したがって、Abhidharmakosaは、インドから東北アジア、東アジアに広く影響を与えた
著作であるといえよう。
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。同章では、人間存在の
構成要素である五蘊、さらには認識の構成要素である十二処、十八界といった、仏教の基礎的な理
論が説明される。同章を精読することで、とりわけ仏教の伝統的な「こころ観」について概観し理
解を深めることを目標とする。
　本授業はサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はすでにサンスクリット語を
習得していることが望ましい。さらに、チベット語訳および漢訳も適宜参照することから、チベッ
ト語および漢文についても一定の読解技術が要求される。ただし各言語でのテキストを読めない場
合でも、授業中に提示する日本語訳にもとづいて、各自の専門分野の知識をバックグラウンドとし
て議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典サンスクリット語文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回はAbhidharmakosaのイントロダクションを行う。
第２回以降は、Abhidharmakosaの精読・分析を行う。適宜、仏教の宗義書も精読し比較考察する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料を事前に参照し、文献を事前に精読してくることが望ましい。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1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  仏教のこころ観②：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
　仏滅後100年頃に、仏教教団は保守的な上座部と革新的な大衆部とに分裂したとされる。それか
らさらに18とも20ともいわれる様々な学派が生じるにいたった。上座部系の主要な勢力の1つに説
一切有部が存在する。チベット仏教文化圏においては、説一切有部、経量部、瑜伽行唯識学派、中
観派をインド仏教の四大学派とみなし、説一切有部の代表的作品をヴァスバンドゥ著
Abhidharmakosa（倶舎論）とみなしている。Abhidharmakosaは、真諦や玄奘により漢訳され、7世紀
には日本に伝わり倶舎宗が形成され、近代にいたるまで伝統仏教各派により基礎教学として広く学
習された。したがって、Abhidharmakosaは、インドから東北アジア、東アジアに広く影響を与えた
著作であるといえよう。
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。同章では、人間存在の
構成要素である五蘊、さらには認識の構成要素である十二処、十八界といった、仏教の基礎的な理
論が説明される。同章を精読することで、とりわけ仏教の伝統的な「こころ観」について概観し理
解を深めることを目標とする。
　本授業はサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はすでにサンスクリット語を
習得していることが望ましい。さらに、チベット語訳および漢訳も適宜参照することから、チベッ
ト語および漢文についても一定の読解技術が要求される。ただし各言語でのテキストを読めない場
合でも、授業中に提示する日本語訳にもとづいて、各自の専門分野の知識をバックグラウンドとし
て議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典サンスクリット語文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回よりAbhidharmakosaの精読・分析を行う。適宜、仏教の宗義書も精読し比較考察する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
成績評価は、平常点（出席と発表）に基づいて行う。

（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>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 宗教情報センター　研究員 佐藤　直実

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  大乗仏教経典の読解 

 [授業の概要・目的]
大乗仏教成熟期の代表的な経典、『大般涅槃経』の講読を行う。本経は、中国では六朝時代に重視
され、また日本では道元、日蓮、親鸞などにも影響を与えている。釈尊入滅時における弟子との最
後の問答を通し、如来の入滅、すなわち涅槃とは何かについて、様々な角度から説く経典である。
たとえば、「如来は常住である」「あらゆる衆生には仏性がある」「一闡提でも成仏が可能」「涅
槃は常楽我浄」など、これまでの仏教では著されなかった内容が説かれている。

今期は、涅槃経の主題の1つである「仏性」について述べる「如来性品」を取り上げる。涅槃経を
聞き終わると、一切衆生には仏性があることがわかり、また、仏性とは「如来の秘密蔵」であるこ
となどが説かれる。

この講義では、仏性とは何か、「如来の秘密蔵」が何を指すのか、また密教とのつながりの有無に
ついて、当該箇所から読み解いていく。また、大乗仏教及び大乗経典の基礎知識の習得と共に、仏
教サンスクリット、仏教漢文、古典チベット語の読解力も養成する。

 [到達目標]
・チベット語翻訳文献の読解力の養成
・大乗仏教の基礎知識の習得
・仏教文献学の研究手法の習得

 [授業計画と内容]
第1回　テキストの概説と資料配付 
第2-14回　『大般涅槃経』の講読 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
サンスクリット、古典チベット語、仏教漢文の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時の発表及び平常点をもとに総合的に評価。 
テストは行わない。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に読むテキスト箇所の和訳。必要に応じて、その背景についても調べる。 

（その他（オフィスアワー等））
わからないことに関しては、授業中に積極的に質問してください。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  1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  カマラシーラ作『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』を読む

 [授業の概要・目的]
　８世紀インドおよびチベットにおいて活躍した学僧カマラシーラによる著作『ニヤーヤ・ビンド
ゥ前主張要約』を講読する。この著作にはチベット語訳のみが存在し，サンスクリット原典は散逸
し現存しない。内容はタイトルが示す通り，仏教論理学者ダルマキールティ（７世紀）の著作の一
つである論理学書『ニヤーヤ・ビンドゥ（論理の滴）』に対する種々の前主張（反論者の見解）が
要約された形で述べられたものである。　 
　本授業は，上記のテキストを精読することを通して，『ニヤーヤ・ビンドゥ』で述べられるダル
マキールティの思想や理論に対して，対論者からどのような批判が投げかけられたか，また仏教徒
とインド哲学諸派の論争の争点はいかなるものであったかといった問題について考察することを目
的とする。当該テキストには，対論者の見解が他の論書等から忠実に引用されている場合も少なく
ないため，テキストの読解と同時にサンスクリット断片の収集・精査も合わせて行いたい。 
　また本著作には様々な学派の見解が引用・紹介されていることから，このテキストを読み解くこ
とを通して７～８世紀インドの思想状況を概観することができる。カマラシーラによる『タットヴ
ァ・サングラハ・パンジカー（真実綱要注）』をはじめとする他の著作や，ヴィニータデーヴァや
ダルモッタラによる『ニヤーヤ・ビンドゥ』に対する注釈書の記述とも比較しながら，本著作のイ
ンド思想史上における位置づけも試みたい。

 [到達目標]
・サンスクリットおよびチベット語で書かれたテキストを正確に読解することができるようになる。
 
・テキスト上の問題点に気付き，それを発見・指摘し的確に修正できるようになる。 
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。 
・電子データをはじめとする周辺資料を駆使することにより，チベット訳テキストをサンスクリッ
ト断片と同定できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第２章（自己のための推理）を，昨年度の続きから講
読する。担当者が作成した校訂テキストを元に，先行研究等を参考にしながら，批判的に精読する。
今年度は，できれば第２章を読み終えたい。

第１～２回　　仏教認識論・論理学についての概説（第１章の読了）
第３～１４回　『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第２章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第１５回　　　フィードバック

※受講生と議論を交わしながら原典テキストを読み進めるという授業の性格上，授業各回の進度は
異なる。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリット，チベット語，英語の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（毎時間の発表が100％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・講読するテキストを事前に配布するので，その回に読む箇所を事前に精読しておくこと。 
・テキスト上の問題点等について，指摘・質問できるよう準備しておくこと。 
・その回に読んだ箇所について再度読み直し，授業で議論された問題点等を再度確認しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所 研究員 山口　周子

 

配当
学年  1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  パーリ語講読

 [授業の概要・目的]
 　パーリ語は、上座部仏教系の聖典書写に使用された主要言語であり、サンスクリット語、チベッ
ト語などと同様、インド古典学および仏教学の学習・研究を進めるうえで極めて有益な言語のひと
つである。
また、その音韻的特徴などを把握することで、古典サンスクリット語やヴェーダ語といった古代イ
ンド語に対する知識を深めることも期待できる。

　本講座では、『ダンマ・パダ（法句経）』の解説書に収められた、ウデーナ王物語（Udenavatthu）
の最終章、およびチューラパンタカ長老の物語 (Culapanthakattheravatthu) を読む予定である。なお、
文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。 

 [到達目標]
 今後の学習や研究に必要なパーリ語原典テキストを自力で読解できる程度の語彙力と読解力を身に
つける。

 [授業計画と内容]
第１回：・パーリ語とは（言語的特徴などについて概説）
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・Udenavatthu に関する説明（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回～第8回：Udenavatthu の最終章を講読 (第8回で Culapanthakattheravatthu のテキスト（プリン
ト）を配布)

第9回：Culapanthakattheravatthu に関する説明（物語の概要、関連テキストなど）ののち、講読開始

第10回～第15回：Culapanthakattheravatthu 講読

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
プリント配布  

 [参考書等]
  （参考書）
Wilhelm Geiger 『A Pali Grammar』（The Pali Text Society）ISBN:0 86013 318 4
水野　弘元 『パーリ語文法』（山喜房佛書林）ISBN:4-7963-0010-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
 テキスト講読は輪読形式で行うため、予習をして臨むことが望まれる（1回の授業につき、２ペー
ジ程度の進度）。 
  

（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>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  1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  アルダマーガディー入門

 [授業の概要・目的]
現在もインド国内を中心に教団が存続しているジャイナ教の起源は、仏教の成立と同時代であり、
両教には類似点も多い。ジャイナ教白衣派の聖典で使用されるアルダマーガディー(Amg)は、プラ
ークリットの一つでありパーリ語とも類似性を持つ。Amgで書かれたテキストを実際に読みながら、
プラークリットになれる。

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことにより、サンスクリットとは異なる音韻変化や
文法をもつ、プラークリットの特徴を理解する。あわせて、Amgを伝持してきたジャイナ教の基本
的な思想を理解する。

 [授業計画と内容]
１回目：アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgを伝持してきたジャイナ教の説明。

２～５回目：実際に短いテキストを用いて音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。テキスト
の読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予定である
が、まず、Amgを伝持してきたジャイナ教の修行者に関するDasaveyaliya 10章（韻文）を読む。
６～１５回目：教訓法話集である、Nayadhammakahao 8章 Malli（散文）を読み進める。これは、第
19代の師祖Malliiに関する章であり、白衣派では女性とされるが、空衣派では男性とされる。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：出席、授業内での発言（和訳等含む）

 [教科書]
コピーを配布する
渡辺研二　「アルダ・マーガディー語文法入門(1)--(3)」『ジャイナ教研究』第14-16号, 2008--2010.
F. van den Bossche. Refarence Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習はなるべく少なくする方針である。

（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>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week. 

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

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.

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

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  インド古典学・仏教学フランス語文献の講読

 [授業の概要・目的]
インド古典学・仏教学に関連するフランス語の文献を講読し、フランス語の研究文献の読解力をつ
けるとともに、サンスクリット学、インド哲学、仏教学についての基礎的な知識を身につけること
を目的とする。

 [到達目標]
インド古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。

 [授業計画と内容]
フランスにおけるインド学の泰斗であったLouis Renou（1896-1966）が残した研究論文の中から、
サンスクリット文献を読むにあたってまず参照すべき基本文献を選んで読解する。今年度は、サン
スクリット文献の構造とジャンルについて論じた三つの論文を読解する。 
第1回    イントロダクション：Louis Renou の業績の全体について説明する。
第2―5回 Sur le genre du sutra dans la litterature sanskrite (Journal Asiatique 251, 1963, 本文 pp. 165-199)を
読解する。
第6―9回 Sur la forme de quelques textes sanskrits (Journal Asiatique 249, 1961, 本文 pp. 163-170; 172-180;
 183-193; 197-207) を読解する。
第10―14回 Sur la structure du kavya (Journal Asiatique 247, 1959, 本文 pp. 1-61) を読解する。
第15 回 まとめ
13 回にわたる精読と各種検討の成果をまとめ、課題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]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない
講読テキストはコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
参照すべき文献などに関しては、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、講読する箇所の予習が必要である。毎回、数名が当該箇所のフランス語を和訳し、発表
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>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・チベット学・仏教学フランス語文献の講読   

 [授業の概要・目的]
Rolf A. Stein(1911-1999)によって書かれた『La civilisation tibétaine』の様々な個所を講読する。本傑
作は、地理的、歴史的、社会的、文化的、宗教的、哲学的なあらゆる観点からのアプローチにより
チベットの文明を紹介しており、チベット語また中国語の原典、チベット渡航者による見聞録、そ
して現代研究に基づいて書かれている。授業では、特にチベットを偉大なインドと中国文明の交点
と考えることでチベットにおける仏教の伝承を中心に考察する。   

 [到達目標]
印度古典学・チベット学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。  

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（出席、参加度と発表から総合的に判断する）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

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

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

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

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

 [教科書]
プリントを配布する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

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

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、時代によるチベット語自体の違いや、翻訳文献の中でも経典や注釈といったスタイ
ルの違いも網羅するために、以下のような文献を順に取り上げる予定である。

1. 古チベット語を含むチベット撰述仏教文献
2. サンスクリット経典からの翻訳文献
3. サンスクリット注釈からの翻訳文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

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

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、独立した論書と他の論書に対する注釈といった翻訳文献中のスタイルの違いや、翻
訳文献とチベット撰述文献の相違に対する理解を深めるため、以下のような文献を順に取り上げる
予定である。

1. サンスクリット論書からの翻訳文献
2. サンスクリット注釈からの翻訳文献
3. チベット撰述古典チベット語文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 前期のチベット語（中級）を受講していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

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



文献文化学113

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Aristophanes, Thesmophoriazusae

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ウェルギリウス研究

 [授業の概要・目的]
ラテン文学を代表する詩人ウェルギリウスの詩作について考究する。本年度は『農耕詩』第3巻と
第4巻を精読し、検討する。  

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

 [授業計画と内容]
授業の進め方としては、古注を考察の手がかりとして紹介する一方、参照される先行作品との比較
に重きを置く。『農耕詩』が教訓詩の伝統の中でどのように位置づけられか、『アエネーイス』と
どのような関連をもって構想されているか、といった点に留意しながら、作品理解を試みる。

第1回　全体のイントロダクション
第2回~第14回　第3巻1-566行
第15回　第3巻のまとめ
第16回　第2巻のイントロダクション
第17回~第29回　第4巻1-566行
第30回　第4巻のまとめ
　

 [履修要件]
ラテン語文法を修得し、なんらか原典を読んだ経験があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40パーセント、期末レポート60パーセント。

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

 [参考書等]
  （参考書）
R. F. Thomas 『Virgil Georgics. Vol. 2, Books III-IV』（Cambridge UP）ISBN:0521346789
R. A. B. Mynors 『Virgil Georgics』（Oxford UP）ISBN:9780198149781

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  オウィディウス『変身物語』   

 [授業の概要・目的]
オウィディウスの神話叙事詩『変身物語』を精読して、物語構成の変化の妙、繊細な人物造形、そ
れらの表現を支える巧みなウィットとユーモアを味わい、楽しむ。

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

 [授業計画と内容]
『変身物語』はギリシア・ローマの神話伝承に取材した大小250あまりの物語が切れ目なく連なっ
て、形式上は叙事詩の体裁を取る。しかし、そこには叙事詩の本質的な要素である統一的主題が見
当たらない。詩人の執筆意図は物語が関わるあらゆるレベルで「変身」もしくは「変容」を表現す
ることにある。本演習はその仕掛けを読み解くことを目指す。
第13巻778行より始めて、毎回70行前後を読み進む。
第1回　全体のイントロダクション
第2回~第4回　第13巻778-968行（Galatea-Polyphemusの物語など）
第5回~第16回　第14巻1-851行（トロイア戦争後の諸逸話、ローマ建国神話など）
第17回~第29回　第15巻1-879行（Pythagorasの教え、Casarの神格化の物語など）
第30回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得していること。

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

 [教科書]
D. E. Hill 『Ovid Metamorphoses XIII - XV』（Aris & Phillips）ISBN:9780856687334

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

四天王寺大学　　　
人文社会学部 教授 城江　良和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トゥキュディデス「歴史」

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

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

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

 [履修要件]
ギリシア語の初級程度の読解力を有すること。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 平山　晃司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ルーキアーノス『レクシパネース』

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

 [到達目標]
辞書と注釈書を頼りにギリシア語の原典を独力で正確に読めるようになる。

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

第１回　導入
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得済みであること。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

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

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

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第3巻第1章から始めて、毎回、２～３章を読
み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第71章～　デュッラキオン近郊の戦いのあとからパルサーロスの戦いを経てアレ
クサンドリアでのポンペイウス暗殺にいたる記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、作者不詳『アレクサンドリア戦記』を教材として、ラテン
語の基礎力を養う機会を提供する。

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

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第1章から始めて、、毎回、２～３章を読み
進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　アレクサンドリア市街戦を中心とした記述を読む。　
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
注釈を熟読すること。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読  

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

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

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読  

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

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

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヨシフ・ブロツキー研究

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

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

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

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

 [履修要件]
ロシア語と英語のどちらかは読めること。

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

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜指示します。

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

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識がある受講生にはロシア語テキストの翻訳を、英語の知識がある受講生には英語テ
キストの翻訳を求めます。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代ロシア文学・ソ連文化と研究の諸問題 

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

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

 [授業計画と内容]
第1回
　はじめに 
第2－14回
　さまざまな作品の分析や、トピックに関して講じていきます。取り上げる作家・芸術家は、プー
シキン、ゴーゴリ、レールモントフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフ、バーベリ、ザ
ミャーチン、エイゼンシュテイン、シニャフスキー、タルコフスキー、ペレーヴィンなどの作家や
芸術家を予定していますが、受講者の関心や話の展開によって、変更する場合もありえます。 
第15回
　まとめ 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

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

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

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜指示します。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 天理大学　国際学部 教授 大平　陽一

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  チェコ構造美学

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
【評価方法】学期末のレポートと平常点（出席状況，授業内での発言）を加味して評価

【評価の割合】学期末のレポート（70点），平常点（30点）

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
必要な資料は，事前に添付ファイルで受講者に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
  

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Valerij Grecko

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代のロシア文学

 [授業の概要・目的]
19世紀末から20世紀初めにかけてのロシア文学を分析する。具体的な文学作品を読みながら、文学
理論についても学ぶとともに、ロシア語能力を高めることを目的とする。

 [到達目標]
ロシア語能力（読解力、抽象的なテーマについて議論する能力）を高めるとともに、文学理論につ
いての理解を深める。

 [授業計画と内容]
19世紀後半から20世紀にかけて書かれた文学作品をロシア語で読み、分析する。文学理論に関する
論文を適宜参照しながら、それらの理論が文学作品を分析する際にどのように応用できるかを考え
る。授業で取り上げる主な作品は次の通り。
1)　チェーホフ「箱に入った男」（１）
2)　チェーホフ「箱に入った男」（２）
3)　チェーホフ「六号室」（１）
4)　チェーホフ「六号室」（２）
5)　チェーホフ「六号室」（３）
6)　ハルムス「出来事」（１）
7)　ハルムス「出来事」（２）
8)　ハルムス「出来事」（３）
9)　マンデルシュタームの詩（１）
10)　マンデルシュタームの詩（２）
11)　マンデルシュタームの詩（３）
12)　ブルガーコフ「運命の卵」（１）
13)　ブルガーコフ「運命の卵」（２）
14)　ブルガーコフ「運命の卵」（３）
15)　まとめ

 [履修要件]
ロシア語読解能力を有すること。

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

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅰ

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

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。
2）研究発表と論文執筆の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、前期のだいたいのスケジュールを確定します。
第2回～第3回
　各自の報告の構想を発表し、質疑応答を行います。
第4回～14回
　順次、研究報告と質疑応答を行います。
第15回
　各報告の補足と、演習の総括を行います。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
必要に応じてプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅱ

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

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
2）研究発表と論文執筆の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、前期のだいたいのスケジュールを確定します。
第2回～第3回 
　各自の報告の構想を発表し、質疑応答を行います。
第4回～14回　 
　順次、研究報告と質疑応答を行います。
第15回
　各報告の補足と、演習の総括を行います。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
必要に応じてプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世ロシア文献演習 

 [授業の概要・目的]
　中世ロシアの基本的なテクストを精読する。

 [到達目標]
　中世ロシアの基本的なテクストの成り立ちについて理解する。 

 [授業計画と内容]
　１回～２回のイントロダクションに続いて、 

（１）年代記 
（２）聖者伝など 
（３）翻訳文学など 

　受講者の顔ぶれと関心によって読み進める。それぞれ、４回くらいの予定である。

 [履修要件]
　ロシア語で文献が十分に読めること。

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

 [教科書]
　プリントなどを配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。  

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古教会スラヴ語入門

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラヴ研究の基礎となる、古教会スラヴ語の基礎を学ぶ。 

 [到達目標]
　古教会スラヴ語の成り立ち、その文法につき理解する。 

 [授業計画と内容]
　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景（３回） 
　文字と音、形態など基本的な文法事項（９回） 
　やさしいテクストの読解（２回）

 [履修要件]
　ロシア語初級（週に２回の授業で、２セメスター履修）の学修済み、あるいは、ポーランド語な
どのスラヴ語で、同等の素養を備えていること。  

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

 [教科書]
　プリントなどを配布する。 

 [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]
　入念な予習と復習が求められる。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『三人姉妹』読解 

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

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

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

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

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
開講時と授業中に適宜紹介します。 

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『ヴァーニャ伯父さん』読解 

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

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

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　
　読解する作品と、前期のスケジュールを決めます。読解するテキストは、詩、短編、戯曲、書簡、
日記、論考など、様々なジャンルが考えられますが、受講生の皆さんの関心と希望を考慮して決め
ます。
第2回～第14回 
　テキストを精読していきます。速読を旨とします。 
第15回　まとめ 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理してみてください。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学133

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読 

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　
　読解する作品と後期のスケジュールを決めます。講読するテキストは、詩、短編、戯曲、書簡、
日記、論考など、様々なジャンルが考えられますが、受講生の皆さんの関心と希望を考慮して決め
ます。 
第2回～第14回 
　テキストを精読していきます。速読を旨とします。 
第15回　まとめ 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理してみてください。  

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド書講読

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

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

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

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

本書は、ポーランド軍によるモスクワ占領について、ポーランド史学の視点から書かれた歴史書で
ある。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。ポーランド語による歴史的な叙述
で用いられる語彙や文体に親しむとともに、近世のポーランド・ロシア関係史についての理解を深
めることを目指す。

 [履修要件]
ポーランド語の初級文法を習得していることが望ましい。  

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

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

ポーランド語（初級I）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言語の構造や基本的な文法を身につけていきます。
一年間で『ニューエクスプレス　ポーランド語』一冊をおおよそやり通す学習内容とします。
年度末に映画を鑑賞し、ポーランドの文化にも少し触れます。

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

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

ポーランド語（初級I）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級I）(語学)(2)

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

 [履修要件]
特になし

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

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

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

ポーランド語（中級II）(語学) 
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級Ⅱ

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級Ⅱ

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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



文献文化学138

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  カフカと東アジア文化

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

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

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

第１回　世紀転換期の東アジア文化受容について
第２～３回　黄禍論と反ユダヤ主義
第４～５回　ハンス・ハイルマンの『中国抒情詩集』
第６～７回　カフカの初期作品と漢詩
第８～９回　カフカの手紙に見る中国人像
第10～11回　マルティン・ブーバーの道教思想紹介について
第12～13回　カフカの『万里の長城』とユダヤ民族問題
第14～15回　異文化表象とその問題点

 [履修要件]
特になし

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

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学と日本の作家たち

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

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

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

 [履修要件]
ドイツ語の知識がなくても受講できるように配慮する。

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  創作とパロディー　―ユーディットをめぐって

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

 [到達目標]
　上記の二つの作品を、宗教と恋愛（個人主義的審美主義）、近代の社会と超人思想などの視点か
ら精読し比較・考察することを通して、文学における素材の継承と独創性、さらに戯画化の問題に
ついて理解を深めることを目的とします。
　同時に、やや古い１９世紀のドイツ語テキストを読解する力を養います。  
 

 [授業計画と内容]
第１～２回は、素材となったユディト物語、この素材をめぐる作家ヘッベルとネストロイなどにつ
いて概説しながら、授業全体のオリエンテーションを行います。同時に、ヘッベルの『ユーディッ
ト』の翻訳と、ネストロイの『Judith und Holofernes』ドイツ語テキストを配布します。ヘッベルの
翻訳は第３回授業までに読んできてください。
 
第３回は、ヘッベルの『ユーディット』のテーマやモチーフについて、参加者の感想を発表しても
らい議論します。

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

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

第１６回は、フィードバックです。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること  
   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習が必要です。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 奥田　敏広

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   創作とパロディー　―ユーディットをめぐって 

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

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

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

第２～１２回は、もっぱら、Ｇ・カイザーの『ユダヤの未亡人』を精読します。 

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

第１６回は、フィードバックです。

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

  

 

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、上記のドイツ語原文の下調べをすることが必要です。 

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学・ゲルマン語学入門

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus I    

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

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

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

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

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

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Deutsche Literatur in der Zeit des Nationalsozialismus II   

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

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

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

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

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

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  １９７０年代の音楽を考える

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

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

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：前衛音楽の黄金時代としての1950/60年代（セリー音楽、偶然音楽、フリージャズ） 
4－6回：1970年代の音楽史上の出来事 
7－9回：ミニマルミュージック 
10－12回：ヨーロッパ・ジャズとＥＣＭ 
13－15回：フュージョンならびに音楽演奏のテクノ化

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する  

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『西洋音楽史』（中公新書）

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 青木　三陽

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中高ドイツ語の文学作品を読む

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

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

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

 [履修要件]
中高ドイツ語を読むにあたり現代ドイツ語の資料や文法書を用いる授業である。事前にドイツ語を
履修しておくことが望ましい。

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

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（１）   

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

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

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
１　はじめに
２　博士後期課程１回生による研究発表： 
　　前年度に提出した修士論文の内容の報告。【２～３週】 
３　修士課程１回生による研究発表： 
　　前年度に提出した卒業論文の内容の報告。【２～３週】 
４　博士後期課程２・３回生による研究発表： 
　　博士論文作成に向けての中間報告。【３週】 
５　修士課程２回生による研究発表： 
　　修士論文作成に向けての中間報告。【５～６週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

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

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（２）   

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

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

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
１　修士課程２回生による研究発表： 
　　修士論文の中間報告。【５～６週】 
２　学部４回生による研究発表： 
　　卒業論文の中間報告。【３～４週】 
３　博士後期課程１～３回生による研究発表： 
　　博士論文作成に向けての中間報告。【２～３週】 
４　修士課程１回生による研究発表： 
　　修士論文作成に向けての中間報告。【２～３週】 
５　学部３回生による研究発表： 
　　卒業論文作成に向けての中間報告。【１～２週】

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

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

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。  
 

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学と言語懐疑

 [授業の概要・目的]
言葉と事物、記号表現と記号内容とのあいだの関係をめぐる問いは、古今東西の思想や文学にみら
れるものだが、それが「言語懐疑」や「言語危機」というかたちで主題化されるのは、とりわけ19
世紀末以降のドイツ語圏においてである。この授業では、下記の文献を読みながら、言語の限界を
逆手にとることによって、新たな言語表現の可能性を模索しようとした文学者たちの試みを跡づけ
てみることにしたい。

Martina King: Sprachkrise. In: Hans Feger (Hg.): Handbuch Literatur und Philosophie. Stuttgart 2012.

 [到達目標]
文学の主題としての「言語懐疑」にかんする知識と理解を深めるとともに、ドイツ語で書かれた学
術論文の読解力を高める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　「言語懐疑」にかんするこれまでの研究状況と参考文献を紹介する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを精読すると同時に、そこで言及されている作品や著作についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

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

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学151

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松村　朋彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学研究の基礎知識

 [授業の概要・目的]
この授業では、受講者の興味や関心をふまえて、ドイツ文学研究にかんする基本文献を読む。どの
ようなテーマを扱ったテクストを取り上げるかは、初回の授業時に受講者と相談のうえ決定するの
で、初回の授業には必ず出席すること。

 [到達目標]
ドイツ文学研究にかんする基礎知識を身につけるとともに、ドイツ語で書かれた学術論文の読解力
を高める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　受講者と協議のうえ、取り上げるテクストを決定する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを読みながら、そこで言及されている作品や著作についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

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

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学152

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1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  （ポスト）コロニアリズムから見たドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　ドイツ文学研究において（ポスト）コロニアリズムは、比較的周縁的なテーマであった。しかし
1990年代以降は、英語圏の文学研究の問題意識や研究手法を取り入れる形で研究状況が変化し、ド
イツの植民地支配の過去が明らかにされると同時に、植民地を舞台にした文学作品の発掘や評価も
進められている。そこでは、たとえば英仏の植民地主義と比較して、ドイツのそれは比較的人道的
な「穏やかな植民地主義」であり、その点が文学にも刻印されていると主張されることがある。こ
の主張はどの程度正しいのだろうか。その疑問を軸に、異文化の表象をめぐる主要な研究の立場を
検討していく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。必要に応じて、小説作品
や詩作品も視野に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第１回　ポストコロニアリズムとは何か
第２～５回　ドイツの植民地支配の歴史
第６～９回　植民地を舞台にした文学作品
第10～12 回　「穏やかな植民地主義」？
第13 ～15回　異文化表象の問題

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 川島　隆

 

配当
学年  1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  （ポスト）コロニアリズムから見たドイツ文学

 [授業の概要・目的]
　ドイツ文学研究において（ポスト）コロニアリズムは、比較的周縁的なテーマであった。しかし
1990年代以降は、英語圏の文学研究の問題意識や研究手法を取り入れる形で研究状況が変化し、ド
イツの植民地支配の過去が明らかにされると同時に、植民地を舞台にした文学作品の発掘や評価も
進められている。そこでは、たとえば英仏の植民地主義と比較して、ドイツのそれは比較的人道的
な「穏やかな植民地主義」であり、その点が文学にも刻印されていると主張されることがある。こ
の主張はどの程度正しいのだろうか。その疑問を軸に、異文化の表象をめぐる主要な研究の立場を
検討していく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

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

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

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英文法の諸相

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

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

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

1回目　イントロダクション

2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・完了形、否定構文など、英語のいくつかのトピックを取り上げて議論
・指定した参考図書（主に図書館のものを利用）及び論文の講読
・レポートの組み立てについての議論およびレポートの作成

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

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

 [教科書]
使用しない

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Henry VIII研究

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

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

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

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
特になし

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディケンズのおもしろさ 

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

 [到達目標]
ディケンズ文学に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2～3回　ディケンズの伝記 
第4～8回 ディケンズと映画 
第9～13回 ディケンズ小説の言語　 
第14回　まとめ 

フィードバックは、研究室で授業に関連する質問に答える形で行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  The Great Gatsby研究

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（５０％）と期末レポート（５０％）で評価する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
翻訳の助けを借りてもかまわないので、受講前に必ず小説を読んでおくこと。 

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

英語学英米文学(特殊講義)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 若島　正

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov研究

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

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

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

授業はすべて講義形式で行われる。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や、近刊の論文集を中心とし、受講者各
自の興味関心に応じ、英語論文を各回1本ずつ取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内
容について、全員でディスカッションを行う。論文の担当は、初回授業で割り当てる。1本の論文
（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する予定。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　The Scarlet Letterを精読する 

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に解釈する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne 『The Scarlet Letter (A Norton Critical Edition)』（Norton）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
　

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 水野　尚之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　The House of the Seven Gables を精読する 

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に評価する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
　

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

英語学英米文学(特殊講義) 
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(1)

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

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

をめざす。

 [到達目標]
この授業では、

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

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

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

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

※前期は第2部までを読み切ることをめざす。

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

英語学英米文学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義) (2)

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究(2)

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

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

をめざす（前期からの継続）。

 [到達目標]
この授業では、

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

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

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～　「騎士の物語」精読

※後期は第3部から読み始める。

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

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダニエル・デフォーの女性主人公たちの虚実

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

 [到達目標]
文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質な
ど、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。本講義では、『モル・フランダース』を例に、
このような読みを試みることで、基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。

 [授業計画と内容]
『モル・フランダース』は比較的長い作品なので、授業では前半について講義を行う。ページ数を
授業回数で割って着実に進んでいく。後半については各自テキストもしくは翻訳を読むことで補っ
て欲しい。講義であるから受講生を授業中に指名して意見を求めたり議論をしたりはしないが、毎
回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、質問や感想を記入してもらい、それを次回の
講義でフィードバックする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

 [教科書]
Daniel Defoe 『Moll Flanders』（Oxford Univ Pr (T); Reprint版 (2009/06)）ISBN:978-0192805355（
Oxford World's Classics (paperback)）

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 金澤　哲

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  William Faulkner の Pylon を読む

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
William Faulkner 『Pylon』（Vintage International）ISBN:978-0-307-94678-2（各自amazon等で購入し
てください。）
初回授業でプリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

佛教大学　　　　　　　
文学部英米学科 准教授 メドロック　麻弥

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Emily Dickinsonの詩を読む

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
適宜プリントを配布する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で読む作品を予習してきてください。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 里内　克巳

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『ハックルベリー・フィンの冒険』を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカの作家Mark Twain(1835-1910)の代表作_Adventures of Huckleberry Finn_ (1885)を精読しつつ、
トウェインの主要作品・生涯と時代背景を理解する。

 [到達目標]
●英語で書かれた小説を精読＝通読し、文体上の特徴、叙述の進め方、レトリック上の工夫などに
ついて説明できる。
●文学者トウェインの主要作品を実人生と関連づけながら説明できる。
●南北戦争後の19世紀アメリカ文学史の概略や、そのなかでのトウェインの位置について説明でき
る。
●読んだ英文の内容や、読むことを通して得た洞察や問題意識を、分かりやすくかつ効果的に他の
人に伝え、共有することができる。

 [授業計画と内容]
この授業では、_The Adventures of Tom Sawyer_(1876)の続編であり、マーク・トウェインが書いた
小説の中で代表作品と目されている__Adventures of Huckleberry Finn_(1885)を取り上げる。この学期
だけですべてを読み切ることはできないが、しばしば作品中でも最大の山場であるとみなされてい
る第31章まで読み進めることを目指したい。ペーパーバック版にして約210頁程度の分量になるが、
これを毎回およそ15～20頁程度のペースで読んでいくことになる。毎回の授業では、割り当てられ
た章の内容について受講者全員に質問しつつ確認を行なった後、細部の検討や解釈に関する意見交
換へと移る。これが授業の中心的な活動となるが、同時にこの小説の受容史・批評史や、他のトウ
ェイン作品との関連について、教員が受講者に説明を行なっていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80点＋学期末レポート20点により評価する。
平常点とは、出欠・発表・授業参加の仕方を総合したもので、基本的に減点法で評価を行う。学期
末レポートについては、授業が半分まで進んだ１２月に詳細を通知するが、授業での学びを振り返
ると共に、自身で調べ考察したことを盛り込むようなエッセイ・ライティング（日本語ないしは英
語）の課題となる予定である。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Mark Twain 『Adventures of Huckleberry Finn』（Penguin Classics）ISBN:978-0-14-3107323
上記の本をテキストとして使用する。それ以外の参考書・文献は授業時に適宜紹介される

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://bancroft.berkeley.edu/MTP/(カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館が運営してい
る“Mark Twain Papers & Project”)

 [授業外学習（予習・復習）等]
上述したように、毎回の授業では、平均して15～20ページ程度のペースで上記のテキストを読み進
めていく。指定された範囲をあらかじめきちんと読み、自分なりに理解したうえで授業に臨むのが
大前提となる。英語を読み慣れない受講者の場合、おそらく１回の授業につき６時間前後（あるい
はそれ以上）の準備時間が必要になるので、毎週の授業外での学習計画をよく考えて立てる必要が
ある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けられていない。授業時間外で質問・相談したいことがあれば、電子メールで
連絡できる。　
　satouchi@lang.osaka-u.ac.jp

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部　准教授 藤井　光

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学のユーモアと言語

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

 [到達目標]
言語による作家の「スタイル」に目を向け、それをより正確に把握できるようになること。英語の
原典を読み、それを日本語で表現する際には何がベストであるのかも同時に考えられるようになる
こと。

 [授業計画と内容]
一人の作家に一週を割く。
第一回 イントロダクション
第二回 Seth Fried 
第三回 Manuel Gonzales 
第四回 Adam Ehrlich Sachs 
第五回 Steven Millhauser 
第六回 Brian Evenson 
第七回 Amelia Gray 
第八回 Pudgett Powell 
第九回 Michael Czyzniejewski 
第十回 Judy Budnitz 
第十一回 Wells Tower 
第十二回 Louise Erdrich 
第十三回 Victor LaValle 
第十四回 Donald Barthelme 
第十五回 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点70%(各作品についての発表およびディスカッションを評価する)、期末レポート30%(5ページ
前後の作品の翻訳）。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、疑問点などを整理してくること。

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

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

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

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

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

 [授業計画と内容]
SPRING SEMESTER

[1] course introduction

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

[3] William Shakespeare, Sonnet 73 (1609)

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

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

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

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

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

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

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

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

[15] summary and discussion

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、中間課題（35％）、及び学期末課題（40％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poems covered is required, although knowledge of English literary history and experience of reading English 
poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　文学部　教授 Gallimore, Daniel

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

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

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

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

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

 [授業計画と内容]
AUTUMN SEMESTER

[1] course introduction

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

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

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

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

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

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

[8] reading: poets on poetry

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

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

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

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

[15] summary and discussion

 [履修要件]
本科目は、基本的に英米文学を専門とする大学3・4年生および大学院生を対象とするが、他学科・
他学部の学生・大学院生も受講することができる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（25％）、学期末レポート（75％）

 [教科書]
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course is conducted in English, with frequent interaction between teacher and students, and so students 
should be willing to work within that kind of dynamic classroom environment. No previous knowledge of the 
poems covered is required, although knowledge of English literary history and experience of reading English 
poetry are certainly helpful.

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として英語でおこなう。

gallimore@kwansei.ac.jp

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Karin L. Swanson

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, particularly those 
skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Karin L. Swanson

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

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

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

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 法政大学　文学部 准教授 小林　久美子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ウィリアム・フォークナーと語り手の問題

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

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

 [授業計画と内容]
1日目：講義（作品の成立背景、モダニズム文学について）＋小説分析の基本練習＋As I Lay Dying
精読その1
2日目：As I Lay Dying精読その2（ディスカッション中心）
3日目：As I Lay Dying精読その3（ディスカッション中心）＋ミニ翻訳ワークショップ
4日目：As I Lay Dying精読その4（ディスカッション中心）＋キャラクターなりきりエクササイズ
5日目：As I Lay Dying精読その5（ディスカッション中心）＋まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内発表＋ディスカッションの参加度（70パーセント）およびファイナルレポート（30パーセン
ト）で評価する

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

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

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

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

英語学英米文学（演習）
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 若島　正

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Gene WolfeのThe Book of the New Sun四部作を読む（1）

 [授業の概要・目的]
SFファンタジーの金字塔として名高いGene WolfeのThe Book of the New Sun四部作は、いくら再読
しても読み尽くすことのできない、読者が永遠に戯れることのできるテクストの迷宮を作り上げて
いる。その巨大な迷宮に挑戦して、徹底的に細部にこだわりながら、かつ巨視的な視点も忘れずに、
自分なりの「解釈」という物語を生み出すトレーニングをすることが、この授業の目的である。四
部作のうち、この前期の授業では最初の二作The Shadow of the TorturerとThe Claw of the Conciliator
を読む。

 [到達目標]
難解なテクストに立ち向かって、解釈の迷宮にさまようことを恐れないだけの忍耐力を養いながら、
小説の読みの精度を上げることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション（アメリカSF史、Gene Wolfeについて）
第2-8回　The Shadow of the Torturer講読
第9-14回　The Claw of the Conciliator講読

講読は、１回につき約30ページほど読み進める。あらかじめ当番を決めておき、その当番による発
表をもとにしてディスカッションを行う形式で授業を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによって評価する。
英文1500語程度。

 [教科書]
Gene Wolfe 『Shadow & Claw』（Orb Books）ISBN:978-0312890179

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎週30ページ進み、しかも難しいので、相当量の予習が必要になる。

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

英語学英米文学
 

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 若島　正

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Gene WolfeのThe Book of the New Sun四部作を読む（2）

 [授業の概要・目的]
SFファンタジーの金字塔として名高いGene WolfeのThe Book of the New Sun四部作は、いくら再読
しても読み尽くすことのできない、読者が永遠に戯れることのできるテクストの迷宮を作り上げて
いる。その巨大な迷宮に挑戦して、徹底的に細部にこだわりながら、かつ巨視的な視点も忘れずに、
自分なりの「解釈」という物語を生み出すトレーニングをすることが、この授業の目的である。四
部作のうち、この後期の授業では最後の二作The Sword of the LictorとThe Citadel of the Autarchを読
む。

 [到達目標]
難解なテクストに立ち向かって、解釈の迷宮にさまようことを恐れないだけの忍耐力を養いながら、
小説の読みの精度を上げることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション（The Book of the New Sunの最初の二作について）
第2-8回　The Sword of the Lictor講読
第9-14回　The Citadel of the Autarch講読

講読は、１回につき約30ページほど読み進める。あらかじめ当番を決めておき、その当番による発
表をもとにしてディスカッションを行う形式で授業を行う。

 [履修要件]
前期の演習「Gene WolfeのThe Book of the New Sun四部作を読む（1）」を履修するか、あるいは最
初の二作を前もって自力で読んでおかないと、授業についていくことはおそらく困難だと思われる
ので注意されたい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによって評価する。
英文1500語程度。

 [教科書]
Gene Wolfe 『Sword & Citadel』（Orb Books）ISBN:978-0312890186

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎週30ページ進み、しかも難しいので、相当量の予習が必要になる。

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner 』精読

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
James Hogg (1770-1835)は19世紀前半のスコットランドを代表する著名な作家であり、『The Private 
Memoirs and Confessions of a Justified Sinner 』(1824)は彼の最大傑作とみなされている。ペーパーバ
ックで250ページほどの作品であるので、これを前期で通読する。そのためには当然ながら1回の授
業で相当な分量を読みこなすことが必要になってくる。慣れるまでは毎回3ページ程度のペースで
進み、これを4回ほど行った後は、1回の授業でカバーする分量を15～20ページ程度に増やす。その
際授業時間内で精読するのはやはり3ページほどで、残りのページについては質問を受け、適宜解
説を加える。

 [履修要件]
後期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
James Hogg 『The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner 』（OUP）ISBN:978-
0199217953

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。 

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

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 佐々木　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『The Master of Ballantrae』精読   

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。 

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
Robert Louis Stevenson (1850-94)は19世紀後半のスコットランドを代表する著名な作家であり、『
The Master of Ballantrae 』(1889)は彼の最大傑作とみなされている。ペーパーバックで250ページほ
どの作品であるので、これを後期で通読する。そのためには当然ながら1回の授業で相当な分量を
読みこなすことが必要になってくる。慣れるまでは毎回3ページ程度のペースで進み、これを4回ほ
ど行った後は、1回の授業でカバーする分量を15～20ページ程度に増やす。その際授業時間内で精
読するのはやはり3ページほどで、残りのページについては質問を受け、適宜解説を加える。

 [履修要件]
前期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
Robert Louis Stevenson 『The Master of Ballantrae』（Penguin）ISBN:978-0140434460

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。

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

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～14回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・教科書として指定した English in the Middle Ages を講読する。
・参考図書として指定したThe Oxford Handbook of the History of Englishを使用して、近年の研究動向
に触れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・教科書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
Tim William Machan 『English in the Middle Ages』（Oxford University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Terttu Nevalainen & Elizabeth Closs Traugott 『The Oxford Handbook of the History of English』（Oxford 

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

University Press）

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

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

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

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 家入　葉子

 

配当
学年  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  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～14回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・教科書として指定した English in the Middle Ages を講読する。
・参考図書として指定したThe Oxford Handbook of the History of Englishを使用して、近年の研究動向
に触れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・教科書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
Tim William Machan 『English in the Middle Ages』（Oxford University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Terttu Nevalainen & Elizabeth Closs Traugott 『The Oxford Handbook of the History of English』（Oxford 

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

University Press）

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

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

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

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1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  The Tamer Tamed演習１

 [授業の概要・目的]
John Fletcher, The Tamer Tamedの精読を通じてFletcherの演劇言語に慣れると共に、初期近代イギリ
ス演劇の特徴を考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギリ
ス演劇のテクストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス演劇に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景ならびに初期近代に至る英国演劇史の概説を行い、
併せて、今後の演習の進め方について説明する。

第2-14回　The Tamer Tamedの精読
各受講者に予め担当を割り振る方式によって、The Tamer Tamedを精読し、内容について討論する。
場毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎
回の予定を示すことは出来ないが、おおむね、100行程度を読み進めることになる。前期の授業で
読み終えることは不可能であるので、後期は前期の終了箇所から開始する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。

 [教科書]
John Fletcher 『The Tamer Tamed』（Methuen）ISBN:978-0713688757（Lucy Munro, ed.  New 
Mermaids）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 廣田　篤彦

 

配当
学年  1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  The Tamer Tamed演習2

 [授業の概要・目的]
John Fletcher, The Tamer Tamedの精読を通じてFletcherの演劇言語に慣れると共に、初期近代演劇の
特徴を考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギリ
ス演劇のテクストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス演劇に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクションならびにThe Tamer Tamedの精読
前期終了時までの内容を簡単に振り返った後、テクストの精読をはじめる。

第2-14回　The Tamer Tamedの精読
The Tamer Tamedを精読し、内容について討論する。場毎の難易度の違いによって、また、担当者
の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことは出来ないが、おおむね、
100行程度を読み進めることになる。後期の途中で読み終えた場合は、関連参考文献の購読を予定
している。

 [履修要件]
原則として前期のThe Tamer Tamed演習1の受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期
からの受講希望者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈70%ならびに討論への参加30%）にて評価す
る。

 [教科書]
John Fletcher 『The Tamer Tamed』（Methuen）ISBN:978-0713688757（Lucy Munro, ed.  New 
Mermaids）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は劇の中での当該箇所の意味について考察をすること。

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  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 

題目  Henry Jamesの中短篇を読む（１）

 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの中短篇小説を精読する。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部までおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
Jamesの小説世界と芸術観に親しむこと。

 [授業計画と内容]
　授業では主にJamesが作家・芸術家を扱った中短篇小説を取り上げ、輪読形式でテクストを丁寧
に読んでいく（一回３～４ページ）。進度によっては発表形式も取り入れる。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション
第２～13週：テクスト講読
第14週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）と学期末の英語レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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

英語学英米文学(演習)
English and American Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 森　慎一郎

 

配当
学年  1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  Henry Jamesの中短篇を読む（２）

 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの中短篇小説を精読する。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部までおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
Jamesの小説世界と芸術観に親しむこと。 

 [授業計画と内容]
　授業では主にJamesが作家・芸術家を扱った中短篇小説を取り上げ、輪読形式でテクストを丁寧
に読んでいく（一回３～４ページ）。進度によっては発表形式も取り入れる。 
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～13週：テクスト講読 
第14週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）と学期末の英語レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田口　紀子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  バルザックの小説における歴史表象の研究－1830年の諸作品を中心に

 [授業の概要・目的]
1820年代のフランス・ロマン主義文学運動において、「歴史」表象は演劇と小説の両ジャンルにと
って新しい創作原理展開の契機となった。古典主義に対してロマン主義演劇の勝利を確定したユゴ
ーの『エルナニ』（1830）をはじめ、多くのロマン主義演劇は、歴史的事件・人物を素材に新しい
劇作法を模索し、また20年代の小説ジャンルは、バルザックの『フクロウ党』（1829）をはじめと
する「歴史小説」を量産した。本講義では、その後写実主義小説への道を拓いたバルザックに注目
し、1830年の初期作品における歴史的テーマの扱い方と語りの方法との関係を考察する。

 [到達目標]
フランス・ロマン主義文学における「歴史」の表象を理解し、それがどのように写実主義小説の作
成原理へと展開したかを考察することができる。

 [授業計画と内容]
授業では以下のテーマを取り上げる。　 
前期：1　本講義の視座と問題設定　(１～２回) 
　　　2. バルザックの文学史的位置づけと1830年前後の文学状況　(２～３回） 
　　　3.『フクロウ党』と1820年代の歴史小説（１～２回） 
　　　4.『ソーの舞踏会』の概要とテクストの講読・分析　(７～８回） 
後期：5. 1830年のバルザック作品の講読と分析 （それぞれの作品に3～5回）
　　　　『恐怖時代の一挿話』
　　　　『二つの夢』（『カトリーヌ・メディシス』の第3部）
　　　　『栄光と不幸』（『鞠打つ猫の店』）
　　　　『ヴァンデッタ』
　　　6.まとめと総括

 [履修要件]
フランス語初級を修了していること。

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

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 増田　眞

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ルソーの『エミール』を読む

 [授業の概要・目的]
『エミール』はルソーの思想を集大成した代表作の一つとして知られている。教育論の形を取って
いるが、内容はルソーの人間論の体系的な展開である。この授業では、この作品の中からいくつか
の部分を選んで原文で精読し、この作品を多面的にとらえることをめざす。特に後半では、ルソー
の宗教論である「サヴォワ人助任司祭の信仰告白」を読む予定。

 [到達目標]
エミールにおけるルソーの思想と作品の形式（論理の展開など）との関係に特に注目して読む。

 [授業計画と内容]
前期
１回目　全体についての説明、作家と作品の紹介
２～14回目　第２編を中心に、原文の論理の展開に注意しながら読む
後期
１回目～14回目　第４編を中心に読む予定

 [履修要件]
中級程度のフランス語読解力があることが望ましい。（それ以上に、フランス語の原文を自分で読
むという心構えが必要。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を重視するが、レポートが課されることもある。

 [教科書]
開講時に指示する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中の発表担当者だけでなく、参加者全員、自分で原文を読むことが求められる。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フェヌロン『テレマックの冒険』研究（１）

 [授業の概要・目的]
フランス17世紀末の聖職者・思想家であるフェヌロン（Fénelon, 1651-1715）の著作、とくに『テレ
マックの冒険』（Les Aventures de Télémaque, 1699）の執筆の背景、依拠する文学的伝統、盛り込ま
れた思想、その受容などの諸相について考察する。

 [到達目標]
フランス17世紀末の教育論、宗教思想、文学論について正確で整理された知識を習得する。
西洋古典文学の伝統を理解する。
アレゴリー文学の読解の仕方を学ぶ。

 [授業計画と内容]
授業では以下のような問題を扱う予定である。 

第1～第2週　フェヌロンの経歴
第3～第4週　フェヌロンの教育論
第5～第6週　『テレマックの冒険』の執筆と出版の経緯
第7～第14週　『テレマックの冒険』の読解

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（３０％）および期末レポート（７０％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フェヌロン『テレマックの冒険』研究（２）

 [授業の概要・目的]
フランス17世紀末の聖職者・思想家であるフェヌロン（Fénelon, 1651-1715）の著作、とくに『テレ
マックの冒険』（Les Aventures de Télémaque, 1699）の執筆の背景、依拠する文学的伝統、盛り込ま
れた思想、その受容などの諸相について考察する。

 [到達目標]
フランス17世紀末の教育論、宗教思想、文学論について正確で整理された知識を習得する。
西洋古典文学の伝統を理解する。
アレゴリー文学の読解の仕方を学ぶ。
　

 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1週～8週　『テレマックの冒険』の読解
第9～10週　『テレマックの冒険』の受容
第11週　フェヌロンと17世紀の宗教思想
第12週　フェヌロンの文学論
第13週　フェヌロンと新旧論争
第14週　まとめ　　

　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発表（３０％）と期末レポート（７０％）

 [教科書]
プリント等を配布する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと、また授業中に読むことのできなかった部分は各自
で読んでおくこと。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Critique, mémoire, écriture

 [授業の概要・目的]
Réflexion critique, philosophique et esthétique, mémoire historique et personnelle, sont entrelacées de 
différentes manières dans la littérature et la pensée française du XXe siècle, pour donner naissance à des 
formes d’écriture singulières. 

 [到達目標]
Nous étudierons cette année l’écriture de Pierre Klossowski en multipliant les approches sur sonoeuvre pour 
définir sa spécificité et restituer son univers intellectuel, tout en l’inscrivant dans son contexte.

 [授業計画と内容]
Bilan et recherche bibliographiques, biographie et contexte historique, rencontres intellectuelles, écrivains 
traduits et/ou commentés (notamment Nietzsche, Gide, Kierkegaard, Benjamin etc.), rapports entre son 
oeuvre écrite et dessinée, entre ses textes critiques, fictionnels et théoriques.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intérêt prononcé pour les études littéraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Klossowski 『Un si funeste désir』（Gallimard, L'imaginaire）ISBN:207073742X
Bibliographie critique:
Alain Arnaud, Pierre Klossowski, Seuil, 1990.
Thierry Tremblay, Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski, Hermann, 2012.
Thierry Tremblay (dir.), dossier Pierre Klossowski, Europe, n.1034-1035, 205.
Slaven Waelti, "Klossowski, l’incommunicable: lectures complices de Gide, Bataille et Nietzsche, Droz, 
2015.
Sitographie:

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

http://pierre-klossowski.fr/pages/page.php
http://ionas-editions.com/fr/ressources/p-klossowski/

 [授業外学習（予習・復習）等]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. Il convient notamment de proposer au professeur un sujet d’exposé oral ou de dossier 
écrit.

 

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Critique, mémoire, écriture

 [授業の概要・目的]
Réflexion critique, philosophique et esthétique, mémoire historique et personnelle, sont entrelacées de 
différentes manières dans la littérature et la pensée française du XXe siècle, pour donner naissance à des 
formes d’écriture singulières. 

 [到達目標]
Nous étudierons cette année l’écriture de Pierre Klossowski en multipliant les approches sur sonoeuvre pour 
définir sa spécificité et restituer son univers intellectuel, tout en l’inscrivant dans son contexte.

 [授業計画と内容]
Bilan et recherche bibliographiques, biographie et contexte historique, rencontres intellectuelles, écrivains 
traduits et/ou commentés (notamment Nietzsche, Gide, Kierkegaard, Benjamin etc.), rapports entre son 
oeuvre écrite et dessinée, entre ses textes critiques, fictionnels et théoriques.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intérêt prononcé pour les études littéraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Klossowski 『Un si funeste désir』（Gallimard, L'imaginaire）ISBN:207073742X
Bibliographie critique:
Alain Arnaud, Pierre Klossowski, Seuil, 1990.
Thierry Tremblay, Anamnèses. Essai sur l’oeuvre de Pierre Klossowski, Hermann, 2012.
Thierry Tremblay (dir.), dossier Pierre Klossowski, Europe, n.1034-1035, 2015.
Slaven Waelti, Klossowski, l’incommunicable: lectures complices de Gide, Bataille et Nietzsche, Droz, 
2015.	
Sitographie:

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

http://pierre-klossowski.fr/pages/page.php
http://ionas-editions.com/fr/ressources/p-klossowski/

 [授業外学習（予習・復習）等]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. Il convient notamment de proposer au professeur un sujet d’exposé oral ou de dossier 
écrit.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロ『エルヴェシウス『人間論』論駁』を読む

 [授業の概要・目的]
ディドロがエルヴェシウス『人間論』（1773年、没後刊行）の逐条的反駁として記した『エルヴェ
シウス『人間論』論駁』（1774～76年？）を精読し、この同時代を代表する二人の唯物論哲学者の
意見の相違を解説しながら、啓蒙の世紀の人間論（感覚論・身体論）・教育論・道徳論・政治論の
問題設定について理解を深める。その際、ロック、モンテスキュー、ルソー、ドルバックら、ディ
ドロとエルヴェシウス両者がともに参照する哲学者たちの議論も適宜参照し、一八世紀の哲学的議
論の布置にも留意する。また、「逐条的反駁」のかたちで、さまざまな実例を挙げながら、エルヴ
ェシウスの体系的議論への懐疑を呈するディドロ独特の書き方にも注目して、ディドロ特有の唯物
論や哲学的探究の方法についても考察を加えたい。

 [到達目標]
①近世フランス語の哲学・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧哲学（人間論・教育論・道徳論・政治論）の基礎知識を身
につける。
③一般に、思想史的な古典を精密に読解する手法を身につける。

 [授業計画と内容]
ディドロの『エルヴェシウス『人間論』論駁』（日本語の抄訳あり、エルヴェシウス『人間論』に
ついても同様）の要所をフランス語原典で読み、学生の担当する日本語訳を検討しながら、授業を
進めてゆく。取り上げられるのは以下のテーマである。その際、ロック『人間知性（悟性）論』、
モンテスキュー『法の精神』、ルソー『エミール』、ドルバック『自然の体系』など、エルヴェシ
ウス、ディドロの言及するさまざまな同時代の著作との関係についても解説を加える。
・ディドロとエルヴェシウス：1750年代からの唯物論を巡る論争
・1770年代のディドロとエルヴェシウスの哲学的考察と政治論 
・18世紀感覚論・唯物論における感覚・知性と身体組織の関係
・「生得的なもの」と「獲得されたもの」の境界：教育の可能性と限界
・感覚・知性の一般性か（エルヴェシウス）、身体組織・天分の特異性か（ディドロ）
・個人と環境：エルヴェシウス「偶然」論とディドロの「状況」論
・道徳の地位：エルヴェシウス「利害」の一般理論とディドロの「徳」論
・教育と政治：エルヴェシウスの啓蒙専制擁護論とディドロの懐疑
・	哲学を書く：エルヴェシウスの「体系」とディドロの「対話的」書法　　

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（邦訳を参照してもらってかまいません）。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロ『エルヴェシウス『人間論』論駁』を読む

 [授業の概要・目的]
ディドロがエルヴェシウス『人間論』（1773年、没後刊行）の逐条的反駁として記した『エルヴェ
シウス『人間論』論駁』（1774～76年？）を精読し、この同時代を代表する二人の唯物論哲学者の
意見の相違を解説しながら、啓蒙の世紀の人間論（感覚論・身体論）・教育論・道徳論・政治論の
問題設定について理解を深める。その際、ロック、モンテスキュー、ルソー、ドルバックら、ディ
ドロとエルヴェシウス両者がともに参照する哲学者たちの議論も適宜参照し、一八世紀の哲学的議
論の布置にも留意する。また、「逐条的反駁」のかたちで、さまざまな実例を挙げながら、エルヴ
ェシウスの体系的議論への懐疑を呈するディドロ独特の書き方にも注目して、ディドロ特有の唯物
論や哲学的探究の方法についても考察を加えたい。

 [到達目標]
①近世フランス語の哲学・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧哲学（人間論・教育論・道徳論・政治論）の基礎知識を身
につける。
③一般に、思想史的な古典を精密に読解する手法を身につける。

 [授業計画と内容]
ディドロの『エルヴェシウス『人間論』論駁』（日本語の抄訳あり、エルヴェシウス『人間論』に
ついても同様）の要所をフランス語原典で読み、学生の担当する日本語訳を検討しながら、授業を
進めてゆく。取り上げられるのは以下のテーマである。その際、ロック『人間知性（悟性）論』、
モンテスキュー『法の精神』、ルソー『エミール』、ドルバック『自然の体系』など、エルヴェシ
ウス、ディドロの言及するさまざまな同時代の著作との関係についても解説を加える。
・ディドロとエルヴェシウス：1750年代からの人間学を巡る論争
・1770年代のディドロとエルヴェシウスの哲学的考察と政治論 
・18世紀感覚論・唯物論における感覚・知性と身体組織の関係
・「生得的なもの」と「獲得されたもの」の境界：教育の可能性と限界
・感覚・知性の一般性か（エルヴェシウス）、身体組織・天分の特異性か（ディドロ）
・個人と環境：エルヴェシウス「偶然」論とディドロの「状況」論
・道徳の地位：エルヴェシウス「利害」の一般理論とディドロの「徳」論
・教育と政治：エルヴェシウスの啓蒙専制擁護論とディドロの懐疑
・	哲学を書く：エルヴェシウスの「体系」とディドロの「対話的」書法　　

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、適宜邦訳を参照してもらってかまわない）。 

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 森本　淳生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと〈近代文学〉の生成──文学場・周縁性・両義性

 [授業の概要・目的]
　レチフ・ド・ラ・ブルトンヌ（1743-1806）はポスト・ルソー世代のマイナー作家で、とりわけ
浩瀚な自伝『ムッシュー・ニコラ』を書いたことで知られます。彼はブルゴーニュ地方の農民の出
身で印刷工としての修行を積み作家となりました。18世紀から19世紀末にかけては識字率が上昇し
「誰もが書き、誰もが読む」時代が到来しますが、そうしたなかで、宗教や血統による助けがなく、
芸術的卓越性の面でもルソーのような評価を得られなかったレチフは──近年発掘されてきた農民
・職人出身で自伝的テクストを残したジャムレー=デュヴァル、メネトラなどと同様──「庶民」
がものを書くようになるプロセスを体現する存在だと考えることができるでしょう。宗教・血統・
芸術にかんする後ろ盾なしに作品を書き、自分の「筆一本で」作家として身を立てようとしたレチ
フのうちには、近代的なエクリチュールの主体にかかわる諸問題が集約的に現れているはずです。
本講義では、レチフの諸作品の読解を通してフランスにおける〈近代文学〉の生成について再考し
ます。
　フランス18世紀は、政治的には官僚制的中央集権化を進める王権が高等法院との対立を激化させ、
宗教的には自然宗教や無神論の台頭した時期であり、文学・芸術に関わる領域では、ルイ14世時代
に確立された古典主義詩学が解体されて理性に対する感情の優位が説かれ、出版・ジャーナリズム
が隆盛し公論（l’opinion publique）が成立するとともに、読者／公衆（le public）が成熟していく
なかで作家の自律化が進み、文芸（belles lettres）から文学（littérature）への変化が起こった時代で
した。こうしたプロセスについてはもちろんすでに膨大な研究の蓄積があります。レチフ研究につ
いてはピエール・テスチュの古典的研究（『レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと文学的創造』）や日本
における植田祐次の先駆的研究（『共和国幻想』）にくわえ、近年では、ベルクマンやル・ボルニ
ュの充実した著作*が刊行される一方、作品の批評校訂版が相次いで出版され研究の隆盛が見られ
ます。
　精神分析的な視角から父子関係の問題に着目するベルクマンは、レチフが父との系譜・相続関係
に執着する一方で、父との断絶を欲望し「自己自身の息子」になるという自己産出を夢想していた
と指摘し、レチフの錯綜したテクスト群が主体の欠如の周囲に紡がれるファンタスムの形成物であ
ると論じています。ル・ボルニュは、古典主義的な諸ジャンルが解体していく時代状況のなかで、
文学場において周縁的位置にあったレチフは、ジャンルを交雑（hybridation）させて革新的な作品
を書くことでアカデミーやサロンなど既成の制度に反抗し、しかるべき地位を獲得する戦略をとっ
たと考えます。本講義では、この両者の議論を批判的に受け継ぐことで出発点の仮説としたいと考
えます。すなわち、当時の文学場におけるレチフの周縁的位置に着目しつつも、両義性をはらむレ
チフのテクストを作家の地位獲得のための戦略としてだけではなく、むしろ周縁的位置自体がもつ
両義性と相関関係にあるものとして理解し、ベルクマンが強調したレチフのテクストの揺れをこの
周縁性の観点から理解しようと試みることです。
* Gisèle Berkman, Filiation, origine, fantasme, Honoré Champion, 2006.
　Françoise Le Borgne, Rétif de La Bretonne et la crise des genres littéraires (1767-1797), Honoré Champion,
 2011.

 [到達目標]
レチフの諸作品の読解を通じて、文学的にも政治的にも精神史的にも大きな転換期であった18世紀
フランスについて一定の知識と理解を習得する。
講義で用いる種々の方法論（テクスト分析、詩学/美学、精神分析、文学場の社会学）について学ぶ。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション：レチフ・ド・ラ・ブルトンヌとは誰か？【1週】
２．転換期としての18世紀フランス
　(1) 自伝的エクリチュールの生成：宗教的自伝、貴族の自伝、芸術家の自伝【2週】
　(2) 古典主義の解体と「市民劇drame bourgeois」の成立【3週】
　(3) 「公論l’opinion publique」の誕生【2週】
３．「文学場」とマイナー作家の戦略【3週】
４．近代におけるエクリチュールと主体【3週】
５．まとめ【1週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義では一部フランス語テクストを購読します。適宜指示しますので、事前に予習してください。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  クノー『ルイユから遠くはなれて』を読む

 [授業の概要・目的]
レーモン・クノーの小説『ルイユから遠くはなれて』（Raymond Queneau, Loin de Rueil, 1944）を、
日本語訳により全体像を把握しつつ、毎回精読すべき箇所を選んでフランス語原典で講読する。こ
の小説は「白昼夢の小説」と呼ばれるとおり、夢見がちな主人公のジャック・ロモーヌが、ままな
らぬ人生を生きつつも、そのあらゆる段階で、夢見る人生やありえたはずの人生を想像する、とい
う内容を持っている。「夢想・憧れ」と「現実」の対立をテーマとする小説であり、〈フィクショ
ン〉の意義や機能を問い返すメタフィクションとして読むことも可能である。また、〈映画館〉、
〈郊外〉、〈知恵〉、〈強迫観念〉など、興味深いテーマが繰り返し現れることから、これらの観
点から小説全体を捉え直すことも試みたい。  

 [到達目標]
・多少とも複雑な構文、豊かな語彙で書かれたフランス語小説を、文法の知識を駆使して、正確に
読み解く力を養う。
・〈木を見て森を見ず〉の弊害に陥ることなく、小説全体と細部の読みを有意義に結びつける技術
を修得する。  

 [授業計画と内容]
事前に各回数名の分担者を決め講読の形式で授業を進める。分担箇所の量は、フランス語学習歴や
能力に応じて、柔軟に決める。また、参加学生の負担が多くなりすぎないように、適宜教員も講読
の分担に参加する（受講者が少ない場合は、毎回半分近くを教員が担当することも考えている）。

レーモン・クノー『ルイユから遠くはなれて』は全１０章から構成される小説なので、原則として
１回の授業で（翻訳も活用しつつ）１章分を進むこととし、内容が濃く分量も多い数章については
１章分に２回の授業をあてることとする。

第１回：イントロダクション
レーモン・クノーや『ルイユを遠くはなれて』に関する概説。授業の進行、評価などについての説
明。

第２回～第１４回：第１章から第１０章までの講読。原文で精読する箇所の選定については、教員
が指定することも、学生の希望をつのることもある。

第１５回：まとめ　１３回にわたる精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議
論する。

 [履修要件]
フランス語初級文法を終えていること。フランス語の簡単な文章を読んだ経験があること。  

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況・分担箇所への取り組み方）と期末のレポートによって評価する（それぞれ５：
５）。

 [教科書]
Raymond Queneau 『Loin de Rueil』（Gallimard (folio)）ISBN:9782070368495

 [参考書等]
  （参考書）
レーモン・クノー 『ルイユから遠くはなれて』（水声社）ISBN:9784891768669（この翻訳書は教員
の側で５冊分用意し、精読箇所の担当者を優先して貸し与えるつもりですが、個人で購入すればよ
り自由に勉強できるはずです。 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
分担の予習・準備をきちんとしてくること（日本語訳を参照してもよいので、なぜそのような訳に
なっているのか、単語の意味を調べ、文法を解析し、説明できるようにしておく）。また、分担箇
所について、当該の章や小説全体との関連でコメントがつけられることが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席は出席者全員に迷惑になるのでやめていただきたい。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 塩塚　秀一郎

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  クノー『わが友ピエロ』を読む

 [授業の概要・目的]
レーモン・クノーの小説『わが友ピエロ』（Raymond Queneau, Pierrot mon ami, 1942）を、日本語訳
により全体像を把握しつつ、毎回精読すべき箇所を選んでフランス語原典で講読する。この小説の
舞台は、礼拝堂に隣接する遊園地に設定されている。人間の二面性のうち、礼拝堂が〈聖〉を体現
し、遊園地が〈俗〉を体現しているのである。礼拝堂と遊園地の勢力争いによって表現された、聖
と俗の、死と生のせめぎ合いは、遊園地の火災焼失事件をきっかけとして、推理小説風の展開を見
せ始める。推理小説における〈謎〉や〈真実〉を問い返す〈メタミステリー〉としての読解、呑気
で飄々とした主人公が体現する〈知恵〉（コジェーヴ）をめぐる読解、1930年代のパリに実在した
遊園地〈ルナ・パーク〉に焦点を当てた文化史的読解など、さまざまな角度から、この魅力的な小
説を読み解いていきたい。 

 [到達目標]
・多少とも複雑な構文、豊かな語彙で書かれたフランス語小説を、文法の知識を駆使して、正確に
読み解く力を養う。
・〈木を見て森を見ず〉の弊害に陥ることなく、小説全体と細部の読みを有意義に結びつける技術
を修得する。   

 [授業計画と内容]
事前に各回数名の分担者を決め講読の形式で授業を進める。分担箇所の量は、フランス語学習歴や
能力に応じて、柔軟に決める。また、参加学生の負担が多くなりすぎないように、適宜教員も講読
の分担に参加する（受講者が少ない場合は、毎回半分近くを教員が担当することも考えている）。

レーモン・クノー『わが友ピエロ』は全８章＋エピローグから構成される小説なので、原則として
１回の授業で（翻訳も活用しつつ）１章分を進むこととし、内容が濃く分量も多い数章については
１章分に２回の授業をあてることとする。

第１回：イントロダクション
レーモン・クノーや『わが友ピエロ』に関する概説。授業の進行、評価などについての説明。

第２回～第１４回：第１章から第８章、エピローグまでの講読。原文で精読する箇所の選定につい
ては、教員が指定することも、学生の希望をつのることもある。

第１５回：まとめ　１３回にわたる精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議
論する。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
フランス語初級文法を終えていること。フランス語の簡単な文章を読んだ経験があること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況・分担箇所への取り組み方）と期末のレポートによって評価する（それぞれ５：
５）。

 [教科書]
Raymond Queneau 『Pierrot mon ami』（Gallimard (folio)）ISBN:9782070362264  

 [参考書等]
  （参考書）
レーモン・クノー 『わが友ピエロ』（水声社）ISBN:9784891768652（この翻訳書は教員の側で５冊
分用意し、精読箇所の担当者を優先して貸し与えるつもりですが、個人で購入すればより自由に勉
強できるはずです。 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
分担の予習・準備をきちんとしてくること（日本語訳を参照してもよいので、なぜそのような訳に
なっているのか、単語の意味を調べ、文法を解析し、説明できるようにしておく）。また、分担箇
所について、当該の章や小説全体との関連でコメントがつけられることが望ましい。   

（その他（オフィスアワー等））
分担箇所がある場合の無断欠席は出席者全員に迷惑になるのでやめていただきたい。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの中後期作品におけるドレフュス事件とユダヤ人 I

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ人の主題は、近年欧米・日本をはじめ
とする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなりつつある。本年度の授業では、
前年度に行ったプルーストの初期作品（1892年のテクストから『ジャン・サントゥイユ』まで）に
おけるドレフュス事件（1894-1906）とユダヤ人の分析を踏まえつつ、1900年のラスキン論から「
ある親殺しの感情」（1907）、「ルモワーヌ事件」（1908）、反サント＝ブーヴ論（1908）を経て
『失われた時を求めて』（1913-1927）へといたる作品におけるドレフュス事件の記憶、ユダヤ像
および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と政治・歴史との関わりを考察する。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。

 [授業計画と内容]
前期の授業では1900年から1913年までのテクストを扱う。
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。
１．本講義の視座と問題意識【１週】
２．プルーストの初期作品に現れたユダヤ像【１週】
３．ラスキン時代（1900-1906）のテクストにおける政治と美学【２週】
４．「ある親殺しの感情」（1907）読解【２週】
５．「ルモワーヌ事件」（1908）におけるドレフュス事件の記憶とユダヤ史【２週】
６．「サント＝ブーヴに反論する」（1908）におけるユダヤ像【３週】
７．『スワン家の方へ』（1913）におけるユダヤ像【３週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの中後期作品におけるドレフュス事件とユダヤ人 II

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ人の主題は、近年欧米・日本をはじめ
とする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなりつつある。本年度の授業では、
前年度に行ったプルーストの初期作品（1892年のテクストから『ジャン・サントゥイユ』まで）に
おけるドレフュス事件（1894-1906）とユダヤ人の分析を踏まえつつ、1900年のラスキン論から「
ある親殺しの感情」（1907）、「ルモワーヌ事件」（1908）、反サント＝ブーヴ論（1908）を経て
『失われた時を求めて』（1913-1927）へといたる作品におけるドレフュス事件の記憶、ユダヤ像
および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と政治・歴史との関わりを考察する。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。 

 [授業計画と内容]
後期の授業では『失われた時を求めて』のうち、『ゲルマントの方』から『見出された時』までの
作品を扱う。 
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 
１．『ゲルマントの方』におけるドレフュス事件【３週】 
２．『ソドムとゴモラ』におけるドレフュス事件、ユダヤ人と同性愛者【４週】 
３．アルベルチーヌの物語（『囚われの女』、『消え去ったアルベルチーヌ』）におけるドレフュ
ス事件の記憶およびユダヤ民族の記憶の隠喩化【３週】 
４．『見出された時』におけるドレフュス事件と第一次世界大戦の記述【３週】 
５．総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門1

 [授業の概要・目的]
　文学作品を講読しながら、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の初歩を身に
つけていただくのが、本授業の第一の目的です。
　今から約800年も前の言葉を知るということは、それ自体、とても面白く、意義深いことです。
けれども、その言葉を通じて、古い世界に親しむことも、それと同じくらい楽しく興味深いことだ
と言えます。ヨーロッパの中世が暗黒時代だという誤った認識はいまだに根強く残っています。た
しかに、当時の人々が、現代世界とは比べ物にならないほどの困難に直面していたのは事実です。
けれども、キリスト教をはじめとする頑迷な迷信に縛られ、暴力のみが支配する、血の気を失った
悲惨な社会の中で、彼らが生きていたと考えるのは完全な誤りです。
　私が専門とする12-13世紀の文学作品の中では、思いのほか、俗っぽく、そのくせ高貴な香りを
失わず、生き生きと現世を謳歌する登場人物が次々と登場します。そうした中世文学の魅力を、翻
訳ではなく、原語によるテクスト読解を通じて知っていただくのも、また、本授業の大きな目的だ
と言えるでしょう。

 [到達目標]
現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴を大まかに理解し、与えられたテクス
トを、概ね読解できるようなることが、本授業の到達目標です。

 [授業計画と内容]
　初回は中世の文学と言語についての概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの時に行いま
す。
　一回の授業で読み進めるテクストの分量はそれほど多くはないと予想されますが、毎回の進度を
あらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知
らせします。それにあわせて、予習を行っておいてください（フランス語フランス文学を専攻して
いない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を行います）。原則として、出席者全員に毎回数
行ずつの訳読の機会が回ってきます。この方式で、第2回目から最終回までの授業が進行します。

　授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。
また、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読め
るだけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があ
ります。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

 [履修要件]
現代フランス語の学習経験が必要です。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内容を踏まえた主題についてのレポートを提出してもらいます。

 [教科書]
初回にプリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
辞書・参考書については初回時に紹介しますが、あらかじめ、下記のサイトで簡便な辞書と文法書
を手に入れておくのも良いでしょう。
小栗栖のサイト（関連URL情報を参照）で「日本語」、「中世仏語仏文学の世界へようこそ！」と
リンクをたどると、古仏語文法書、Van Daeleの古仏語辞書がダウンロードできます。同サイト内を
探索すれば、さらに本格的な辞書も見つかります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/(小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr(BNF, Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)
http://www.atilf.fr/dmf/(Dictionnaire du Moyen Francais (1330-1500))
http://www.anglo-norman.net(The Anglo-Norman Dictionary)
http://www.deaf-page.de/fr/index.php(Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Francais)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備して
おいてください。

（その他（オフィスアワー等））
上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。古
仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場合
が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語と
なっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという経
験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。

　質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。また、中世
フランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 和歌山大学　教育学部　教授 小栗栖　等

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス中世の言語と文学：古仏語入門2

 [授業の概要・目的]
フランス語の歴史を踏まえた上で、12-13世紀のフランス語、すなわち古仏語(ancien français)の文法
的特徴を理解してもらうのが本授業の目的です。

フランス語がラテン語から生じたということは一般によく知られた事実です。けれども、その変化
がどのような過程を経たのか、また、その変化により、何が失われ、何が獲得されたのかまでを、
知る人はそれほど多くないでしょう。本授業では、それらを論じます。ただし、フランス語の歴史
の全般を取り扱うのではなく、古仏語の文法的特徴を解き明かすことを目的とした解説を行います。

その一方で、古仏語で書かれた物語を読み進めることで、古仏語の文法現象を、具体的な文の中で、
確かめていくという作業も行います。概説では古仏語はきわめて単純化された形で提示されますが、
実際のテクストの中で見出されるその実態は、きわめて複雑で入り組んでいます。時代や地域によ
る変化を捨象した「文法」からはうかがい知れない、古仏語の実相を知っていただくのが目的です。

 [到達目標]
現代語フランス語とは異なった、古フランス語の文法の特徴と、それらの特徴の歴史的由来を理解
することが、本授業の到達目標です。 

 [授業計画と内容]
初日に概説と文献案内を行います。テキスト配布もこの際に行います。授業は、フランス語史や古
仏語の文法概説を主体とする講義部分と、古仏語で書かれた文学作品を読むテキスト購読部分から
なります。集中講義という授業形式のため、1日ごとの授業で読み進めるテクストの分量はそれほ
ど多くはないと予想されますが、毎回の進度をあらかじめ予測するのは不可能です。そこで、授業
の終わりに、次回に読むテクストの範囲をお知らせします。それにあわせて、予習を行っておいて
ください（フランス語フランス文学を専攻していない学生には、予習範囲を狭めるといった配慮を
行います）。原則として、出席者全員に毎回数行ずつの訳読の機会が回ってきます。

授業は単に物語を追うだけではなく、テクスト内に見られる様々な言語事実の解説も行います。ま
た、中世という今日とはきわめて異なった世界で書かれたテクストを理解するには、字面が読める
だけでは、なお不十分です。フランス語の歴史や作品の政治史的・文学史的背景を知る必要があり
ます。本授業では、時間の許す限り、それらのことについても論じる予定です。さらに、時には、
中世の古写本にさかのぼってテクストを検討し、中世フランス文学研究の世界をかいま見ていただ
く機会も設けます。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
現代フランス語の学習経験が必要です。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内容に即した主題についてのレポートを提出してもらいます。

 [教科書]
授業中に指示する
初回にプリントを配布します。 

 [参考書等]
  （参考書）
辞書・参考書については初回時に紹介しますが、あらかじめ、下記のサイトで簡便な辞書と文法書
を手に入れておくのも良いでしょう。

小栗栖のサイト（関連URL情報を参照）で「日本語」、「中世仏語仏文学の世界へようこそ！」と
リンクをたどると、古仏語文法書、Van Daeleの古仏語辞書がダウンロードできます。サイト内を探
索すれば、さらに本格的な辞書も見つかります。 

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eonet.ne.jp/~ogurisu/(小栗栖のサイト)
http://gallica.bnf.fr BNF(Gallica)
http://www.micmap.org/dicfro/(French, English and Latin dictionaries)
http://www.atilf.fr/dmf/(Dictionnaire du Moyen Francais (1330-1500))
http://www.anglo-norman.net(The Anglo-Norman Dictionary)
http://www.deaf-page.de/fr/index.php(Dictionnaire Etymologique de l'Ancien Francais)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回授業終了時に次回の予習範囲を指定しますので、次回授業時に、訳読ができるように準備して
おいてください。 

（その他（オフィスアワー等））
上記のような盛りだくさんの授業ですので、予習には十分な時間をかけておく必要があります。古
仏語では、活用や曲用が複雑で、規則をひととおり知っているだけでは、原形を推測できない場合
が少なくありません。また、不変化語であっても、テクスト内の単語がそのまま辞書の見出し語と
なっていないこともしばしばです。時間をかけて辞書を引き、難解な箇所に頭を悩ませるという経
験を積むことが、古仏語の習得では、現代フランス語以上に、重要かつ困難な過程となります。

質問は随時メールで受け付けます（メールアドレスは授業初回にお知らせします）。 また、中世フ
ランス語・フランス語で卒業論文を書きたい人は個別相談にも応じます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学200

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des etudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement le site internet 
des principaux quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d
’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

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

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société

 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront egalement proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des etudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement le site internet 
des principaux quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d
’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

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

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田口　紀子
教授 文学研究科 増田　眞
准教授 文学研究科 永盛　克也

 

配当
学年  1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 Introduction aux méthodes de recherches en littérature française

 [授業の概要・目的]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表とその内容についての議論を通して、研究の方法や作品
分析の手法などを習得し、フランス語での論文執筆に必要な基礎力を形成する。

 [到達目標]
フランス語学・フランス文学の学術論文作成の基本的な方法を理解し、修士論文、研究論文の執筆
のために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表を中心にプログラムを組む。概要は以下の通り。
・書誌目録の作成、資料収集の方法についての概説（第１回）
・修士１回生の卒業論文についての発表（４月－５月）
・修士２回生による修士論文の準備状況の発表（５月－７月）
・修士２回生による修士論文の中間発表（１０月－１２月）
・修士１回生による修士論文の準備状況の発表(１２月-１月）
・学会発表予定者の口頭発表（随時）
・海外の研究者による講演（随時）

 [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

 [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]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1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 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique  

 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donné, ainsi que 
la capacité à développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés à rédiger dans le cadre du 
master, notamment leur mémoire.

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Documents fournis en cours.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).  

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

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

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  1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 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique  

 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donné, ainsi que 
la capacité à développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés à rédiger dans le cadre du 
master, notamment leur mémoire.

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 
 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Documents fournis en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).  

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ピエトロ・ベンボ『俗語論』分析

 [授業の概要・目的]
イタリア文学の諸ジャンルの中でも最も重要かつ最も受容の困難な詩的言語の成立に当たって決定
的とも言える重要性を果たした Pietro Bembo の Prose della volgar lingua の読解を通じて、イタリア
文学の本質に迫る。 

 [到達目標]
教員自身の研究に直接結び付く内容の授業であり、履修によってイタリア語イタリア文学の研究の
実際を目にするのみならず、これに自らも参画することが可能である。従って、大学院生および大
学院進学を志す学生にとっての有用性は言うを待たない。

 [授業計画と内容]
活版印刷術の普及に伴って沸き起こった16世紀の《言語論争》に終止符を打つこととに成功したベ
ンボの『俗語論』Prose della volgar lingua の第3巻を講読しつつ、そこで扱われるイタリア語の詩に
関する具体的な指針と、その成立過程を分析する。1525年の初版（Tacuino版）と1538年の第二版（
Marcolini版）、1549年の決定版（Torrentino版）の他、残された唯一の手稿である Vaticano Latino 
3210 を適宜参照する。イタリア文学の持つ精緻性に関心のある学生には奮って参加を呼び掛ける。
また、こうした授業への参加により学部学生との間にも学問的交流が生まれることを期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習はテキストの理解を試みることに尽きる。単に１６世紀の作品であるに留まらず、一般人向け
に書かれたものではないので、内容、文章ともに難解であり、教員にとっても理解は容易でない。
従って読解そのものが授業の第一の目的であり、あらかじめすべてを理解しておく必要はない。  

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



文献文化学206

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Torquato Tassoのインプレーサ論における像の概念

 [授業の概要・目的]
　前年に引き続いて、16世紀後半のイタリアを代表する詩人トルクァート・タッソのインプレーサ
論<Il conte overo de l'imprese>を精読しながら、タッソの創作理論における像の問題を検証する。 

 [到達目標]
①タッソの創作理論における像の概念について理解を深める。
②ルネサンス期のイタリア語散文を正確に読解する力を身につける。 

 [授業計画と内容]
　前期の授業ではタッソのインプレーサ論を精読しながらその特色を確認する。同時代のP.Giovio
やG.Ruscelliらのインプレーザを参照しながらタッソの言葉を正確に良い解いていく。
　後期の授業では、タッソがインプレーザ論において展開した像に関する議論を、英雄詩の創作理
論と照合しながら検証する。 
　なおフィードバックについては期末に指示を出す。

（前期） 
初回　イントロダクション 
第2回～第14回　タッソのインプレーサ論の読解と検証 
第15回　まとめ 

（後期） 
第1回～第14回　タッソのインプレーサ論及び創作理論における像の概念の検証 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読に基づく授業なので、予習が不可欠。毎回簡単な小テストを行って予習の精度を確
認する。 

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



文献文化学207

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Primo semestre: "Il Petrarca volgare e la sua fortuna" 

Secondo semestre: "Lingua italiana e dialetti in letteratura tra Sette e Ottocento" 

 [到達目標]
Primo semestre: 
In questo corso verrà affrontata il tema della lirica petrarchesca e dei suoi primi imitatori. 

Secondo semestre: 
Il corso si propone di illustrare il rapporto tra lingua e dialetto in Italia nei secc. XVIII-XX attraverso l’
analisi delle polemiche letterarie e delle opere più significative.  

 [授業計画と内容]
Primo semestre: 
Il corso illustrerà una serie di questioni relative al Canzoniere di Francesco Petrarca: la genesi, le tematiche, 
lo stile, i problemi testuali e interpretativi, le varie redazioni, le vicende degli autografi, il rapporto della 
raccolta con il corpus delle “disperse” e i relativi problemi di attribuzione. Seguirà un’ampia panoramica 
sulla fortuna prebembiana, dai superficiali prelievi tardotrecenteschi ai più sistematici epigoni del secondo 
Quattrocento. 

Secondo semestre: 
Durante il corso si prenderanno in esame le dispute settecentesche tra puristi e avversari dello “scriver 
toscano” codificato nel Vocabolario della Crusca le riflessioni di alcuni dei maggiori intellettuali dell’
epoca (Mascheroni, Baretti, Cesarotti, Cesari, Monti, Manzoni, etc.). Inoltre si analizzeranno le polemiche 
sorte intorno all’uso del dialetto, con particolare attenzione per la sua difesa in area lombarda ad opera dei 
più noti autori milanesi (Maggi, Parini, Balestrieri, Porta).

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale per ogni semestre, che valuterà l’acquisizione degli 
argomenti svolti durante le lezioni, dei testi e dei saggi previsti, saranno verificate attraverso un esame orale 
in cui si misurerà la capacità di commentare e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo storico-
letterario a cui essi appartengono.

 [教科書]
Dispense consegnate settimanalmente in classe. 

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati.   

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale. È prevista la partecipazione attiva degli studenti. Programma suscettibile di 
cambiamenti.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学208

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana

 [授業の概要・目的]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana attraverso lo studio dei grandi 
Classici.   

 [到達目標]
La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona conoscenza degli autori e dei periodi della 
letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, critici necessari all’analisi e all’
interpretazione delle opere letterarie.  

 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all’apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda 
metà del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell’analisi metrica, stilistica e retorica, le 
questioni storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni 
di introduzione alla storia della lingua italiana e all’analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana. 
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti.  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione.   

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学209

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　外国語学部　助教 内田　健一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ダンヌンツィオ『アルキュオネー』研究

 [授業の概要・目的]
ダンヌンツィオ（1863-1938）の『アルキュオネー』（1904）を様々な観点から研究する。この詩
集は、文学史のみならず言語史や韻律学の概説書でも頻繁に題材として取り上げられるほど、重要
なものである。「ダンヌンツィオは全員の中にいる、なぜなら彼は我々の時代の言語および韻律の
全ての可能性を試みた、あるいは掠めたからである。この意味で、彼から何も習得しなかったとい
うことは、最悪の印であろう」とは、ノーベル賞詩人モンターレ（1896-1981）の言である。

 [到達目標]
文献学的な研究成果を利用しながら、イタリアの詩を文学史・言語史・韻律学などの観点から解釈
できるようになる。

 [授業計画と内容]
『アルキュオネー』は4つの「ディーテュランボス」によって5つのセクションに分かれる。本年度
は主にセクション1～2を題材とし、以下の観点から解説・分析を行う。各観点には【　】に示した
週数を充てるが、その順序は固定したものではなく、授業の状況に応じて担当者が適切に決める。 
 
第1回　イントロダクション
　授業の概要の説明
第2回～第14回　『アルキュオネー』の読解
　・エディション（雑誌・新聞、初版、全集版、校訂版）【2回】
　・テクストの生成（下書き、清書、メモ、日記）【3回】
　・典拠（イタリア文学、ヨーロッパ文学、古典文学、辞書・事典）【4回】
　・言語史（擬古主義、ヴァリアント、専門用語、派生語）【2回】
　・韻律学（詩節・詩行・韻の伝統と革新）【2回】
第15回　フィードバック
　期末レポートの講評と授業の総括

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
プリントを配布する

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する

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



文献文化学210

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 天野　惠
准教授 文学研究科 村瀬　有司
特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木1,2

授業
形態  演習

使用
言語 日本語及びイタリア語

題目  イタリア文学研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
研究論文執筆のための訓練と準備を目的とする演習である。《勉強》と《研究》の相違を明確に認
識することから始めて、問題の設定と論証のプロセス、それらの表現方法、そして文献目録の作り
方等の細部に至るまでを、学生の行なう実際の研究に沿って学習する。

 [到達目標]
論文提出年次に当たる学生の場合、当該論文を完成させることが目標となるのは当然であるが、そ
うでない者には、発表を聞いて疑問点を見出し質問することによって発表者の研究を支援すること
が求められる。こうした経験を通じて自らの研究においても「何を」「どのように追求し」「成果
をどのように発表」すればよいのかを学ぶことになる。  

 [授業計画と内容]
修士論文ないし研究報告や学術専門誌への投稿を念頭においた研究論文等の計画段階から、各自の
研究テーマについて順次発表し、これに対して教員が具体的な指導を行なうと同時に、他の学生も
また自由に意見を述べつつ具体的な検討を加える。多くの場合、個人作業が中心となる文学研究に
おいては、ともすると個々の学生・研究者が孤立しがちであるが、これは客観性を欠かすことので
きない研究にとって決して好ましいことではない。また、他人の研究を適切に論評することは、自
分の研究能力の向上にダイレクトにつながる。研究者を志す者ならばＯＤに至るまでキャリアの長
短を問わず、誰もがそれぞれ得るところの多い演習である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表前日までに研究室メンバー宛てに研究の要旨をメールにて配布しなければならなし。また、発
表後も、これに関する質問等を全員宛てメールで発信し、各自がこれに対してこちらも全員宛ての
返信メールで意見を出すことにより、オープンな議論を展開する。 

（その他（オフィスアワー等））
原則的には隔週開講の授業であるが、学生の希望があればこれに限定されることなく時間の許す限
り開講する。

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

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 天野　惠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリア詩読解

 [授業の概要・目的]
13世紀から近代に至るイタリア文学の中で圧倒的な比重を占めるジャンルは詩である。抒情詩、叙
事詩、風刺詩のみならず戯曲もその多くは韻文で書かれており、19-20世紀にあっても詩の重要性
は失われていないし、散文作品も多くの場合、詩のリズムを念頭において書かれている。
 
作品内容の理解にとどまることなく、リズムを捉えた適切な音読・朗読をすることによって詩を詩
として受容する能力を養うことが本演習の目的である。  

 [到達目標]
母音の長短ではなく、音節の数とアクセントの位置によって創られているイタリア詩の特質を理解
し、さらにそのリズム感覚を身につけることが目標となる。  

 [授業計画と内容]
まず古典的なイタリア詩のリズムを完成させたとされるペトラルカ『カンツォニエーレ』から代表
的な作品を取り上げて、ソネット、カンツォーネ、セスティーナ等の各詩形を、特に韻律に注意し
ながら読解する。 
一行一行の韻律を確認した上で、文構造と基調となるリズムを把握してスムーズな音読・朗読を練
習する。 

ペトラルカに続いてルネサンス期の叙事詩『オルランド・フリオーソ』や、レオパルディ、ダンヌ
ンツィオ、サバなど、近代以降のイタリアを代表する詩人の作品を同じように読んでいく。
 
およそ前期を中世・ルネサンス期のいわゆる古典作品にあて、後期には近代以降の作品を読み進む
予定であるが、いずれの作品においても詩人の狙った効果を具体的に検証していく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
コピー配布

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、使用テキストの作品の内容の理解を心がけると同時に、音節の切れ方および強勢音節
の位置を見出すよう試みることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
予習は必須であるが、詩は一般に散文よりも難解であり、予習の段階ですべてを理解しておこうと
する必要はない。

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

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代イタリア文学（小説）  

 [授業の概要・目的]
　19世紀の小説におけるイタリア語散文の特徴を検証する。この問題を取り上げたイタリア人研究
者の論考と関連作品を精読しながら、小説におけるイタリア語散文の歴史的な変遷を検証する。

 [到達目標]
①19世紀のイタリア語散文の特徴について、歴史的背景を踏まえながら理解を深める。
②イタリア語論文を正確に読み解く力を身につける。

 [授業計画と内容]
　F. Bruniの“L’italiano letterario nella storia”の第9章を取り上げて、19世紀の小説におけるイタリ
ア語散文の特色を検証する。近現代のイタリア語散文に対しては、時代は隔たっているがボッカッ
チョら古典作家の伝統的な散文も影響を及ぼしている。前期の授業の最初の数回では、上記テキス
トの第8章“Forme della prosa antica”を読みながら古典的なイタリア語散文の特徴をまず確認する。
次いで第9章 “La svolta dell'Unita' d'Italia”を精読しつつ19世紀の小説の散文の特徴の一端を検討す
る。後期の授業では、時間の許すかぎり関連作品の原文を精読する予定である。
　なおフィードバックについては期末に指示を出す。

（前期）
初回　ガイダンス
第2回－第9回　古典的なイタリア語散文
第10回－第15回　19世紀におけるイタリア語散文の展開

（後期）
第1回－第14回　19世紀におけるイタリア語散文の展開及び関連作品の検証
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テスト・出席点をもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。毎回小テストを行って予習の精度
を確認する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）
Italian Language and Literature(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  講義

使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana 

 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di alcuni racconti 
brevi del secondo Novecento, scelti nelle prime lezioni in base al livello di competenza linguistica riscontrato.
  

 [到達目標]
Consentire allo studente di migliorare le proprie competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, 
sintassi, di ampliare il registro linguistico e perfezionare pronuncia e comprensione scritta.  

 [授業計画と内容]
La lettura e l#700analisi di racconti brevi di vari autori noti #8211 Goffredo Parise, Tommaso Landolfi, Dino 
Buzzati, Italo Calvino, Stefano Benni, etc.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali.

 [教科書]
Delle dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo.  

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