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1301001 系共通科目(国語学)(講義) 講義 2 4 通年 月4 大槻　信 日本語 ○ ○ 東洋文化学系1

1303002 系共通科目(国文学)(講義) 講義 2 4 通年 金1 金光　桂子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系2

1402001 系共通科目(中国語学)(講義) 講義 2 2 前期 水5 木津　祐子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系3

1404002 系共通科目(中国語学)(講義) 講義 2 2 後期 水5 木津　祐子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系4

1406003 系共通科目(中国文学)(講義) 講義 2 2 前期 火5 緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系5

1408004 系共通科目(中国文学)(講義) 講義 2 2 後期 火5 緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系6

1502001 系共通科目(中国哲学史)(講義) 講義 2 2 前期 水4 宇佐美　文理 日本語 ○ ○ 東洋文化学系7

1504002 系共通科目(中国哲学史)(講義) 講義 2 2 後期 水4 宇佐美　文理 日本語 ○ ○ 東洋文化学系8

1602001 系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸﾘｯﾄ文学)(講義) 講義 2 2 前期 月3 藤井　正人 日本語 ○ ○ 東洋文化学系9

1604002 系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸﾘｯﾄ文学)(講義) 講義 2 2 後期 月3 川村　悠人 日本語 ○ ○ 東洋文化学系10

1702003 系共通科目(インド哲学史)(講義) 講義 2 2 前期 水4 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系11

1704004 系共通科目(インド哲学史)(講義) 講義 2 2 後期 水4 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系12

1802001 系共通科目(仏教学)(講義) 講義 2 2 前期 月2 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系13

1804002 系共通科目(仏教学)(講義) 講義 2 2 後期 月2 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系14

1330003 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 火3 河村　瑛子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系15

1331011 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 乾　善彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系16

1331012 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 乾　善彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系17

1331013 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木4 大谷　俊太 日本語 ○ ○ 東洋文化学系18

1331014 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木4 大谷　俊太 日本語 ○ ○ 東洋文化学系19

1331015 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 阿部　泰郎 日本語 ○ ○ 東洋文化学系20

1340016 国語学国文学(演習) 演習 2 4 通年 金5 大槻　信 日本語 ○ ○ 東洋文化学系21

1340017 国語学国文学(演習) 演習 2 4 通年 火2 金光　桂子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系22

1341020 国語学国文学(演習) 演習 2 2 前期 月3 永渕　朋枝 日本語 ○ ○ 東洋文化学系23

1341021 国語学国文学(演習) 演習 2 2 後期 月3 永渕　朋枝 日本語 ○ ○ 東洋文化学系24

1341022 国語学国文学(演習) 演習 2 2 前期 水2 河合　眞澄 未定 ○ ○ 東洋文化学系25

1341023 国語学国文学(演習) 演習 2 2 後期 水2 河合　眞澄 未定 ○ ○ 東洋文化学系26

1431005 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系27

1431006 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系28

1431007 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火2 道坂　昭廣 日本語 ○ ○ 東洋文化学系29

1431008 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火2 道坂　昭廣 日本語 ○ ○ 東洋文化学系30

1431009 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火3 浅原　達郎 日本語 ○ ○ 東洋文化学系31

1431010 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火3 浅原　達郎 日本語 ○ ○ 東洋文化学系32

1431011 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木1 池田　巧 日本語 ○ ○ 東洋文化学系33

1431012 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木1 池田　巧 日本語 ○ ○ 東洋文化学系34

1431013 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水1 赤松　紀彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系35

1431014 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水1 赤松　紀彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系36

1431015 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 小松　謙 日本語 ○ ○ 東洋文化学系37

1431016 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水5 緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系38

1445030 中国語学中国文学(卒論演習) 卒論演習 隔週2 2 通年 水2
木津　祐子・平田　昌司・
緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系39

1447017 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 前期 月2 平田　昌司 日本語 ○ ○ 東洋文化学系40

1447018 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 後期 月2 平田　昌司 日本語 ○ ○ 東洋文化学系41

1447019 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 前期 火4 木津　祐子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系42
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1447020 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 後期 火4 木津　祐子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系43

1449021 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 前期 金2 緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系44

1449022 中国語学中国文学(演習) 演習 2 2 後期 金2 緑川　英樹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系45

1451023 中国語学中国文学(講読) 講読 2 2 前期 月5 平田　昌司 日本語 ○ ○ 東洋文化学系46

1451024 中国語学中国文学(講読) 講読 2 2 後期 月5 平田　昌司 日本語 ○ ○ 東洋文化学系47

1530003 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 金4 宇佐美　文理 日本語 ○ ○ 東洋文化学系48

1531004 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 神塚　淑子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系49

1531005 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火1 井波　陵一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系50

1531006 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火1 井波　陵一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系51

1531007 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 武田　時昌 日本語 ○ ○ 東洋文化学系52

1531008 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木2 武田　時昌 日本語 ○ ○ 東洋文化学系53

1531009 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系54

1531010 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系55

1540011 中国哲学史(演習) 演習 2 4 通年 水5 宇佐美　文理 日本語 ○ ○ 東洋文化学系56

1541012 中国哲学史(演習) 演習 2 2 前期 火2 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 東洋文化学系57

1541013 中国哲学史(演習) 演習 2 2 後期 火2 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 東洋文化学系58

1541014 中国哲学史(演習) 演習 2 2 前期 月3 古勝　隆一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系59

1541015 中国哲学史(演習) 演習 2 2 後期 月3 古勝　隆一 日本語 ○ ○ 東洋文化学系60

1541016 中国哲学史(演習) 演習 2 2 前期 金2 中　純夫 日本語 ○ ○ 東洋文化学系61

1541017 中国哲学史(演習) 演習 2 2 後期 金2 中　純夫 日本語 ○ ○ 東洋文化学系62

1550018 中国哲学史(講読) 講読 2 4 通年 金5 宇佐美　文理 日本語 ○ ○ 東洋文化学系63

1633005 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系64

1633006 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 VASUDEVA, Somdev 英語 ○ ○ 東洋文化学系65

1633007 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月2 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系66

1633008 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水5 藤井　正人 日本語 ○ ○ 東洋文化学系67

1633009 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水5 藤井　正人 日本語 ○ ○ 東洋文化学系68

1643016 インド古典学(演習) 演習 2 4 通年 火5 VASUDEVA, Somdev 英語 ○ ○ 東洋文化学系69

1644012 インド古典学(演習) 演習 2 2 前期 月2 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系70

1644013 インド古典学(演習) 演習 2 2 前期 月4 志賀　浄邦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系71

1644014 インド古典学(演習) 演習 2 2 後期 水2 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系72

1644015 インド古典学(演習) 演習 2 2 後期 木2 VASUDEVA, Somdev 英語 ○ ○ 東洋文化学系73

1644017 インド古典学(演習) 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系74

1644018 インド古典学(演習) 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系75

1653023 インド古典学(講読) 講読 2 2 前期 月4 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系76

1653024 インド古典学(講読) 講読 2 2 後期 月4 藤井　正人 日本語 ○ ○ 東洋文化学系77

1653025 インド古典学(講読) 講読 2 2 前期 木3 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系78

1653026 インド古典学(講読) 講読 2 2 後期 木3 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系79

1653027 インド古典学(講読) 講読 2 2 前期 火2 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系80

1653028 インド古典学(講読) 講読 2 2 後期 火2
DEROCHE，Marc-Henri
Jean

日本語
及び英
語 ○ ○ 東洋文化学系81

1831003 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系82

1831004 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系83

1831005 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火4 船山　徹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系84
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1831006 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火4 船山　徹 日本語 ○ ○ 東洋文化学系85

1831007 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木5 室寺　義仁 日本語 ○ ○ 東洋文化学系86

1831008 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木5 室寺　義仁 日本語 ○ ○ 東洋文化学系87

1831009 仏教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2
DEROCHE，Marc-Henri
Jean 英語 ○ ○ 東洋文化学系88

1841010 仏教学(演習) 演習 2 2 前期 火3 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系89

1841011 仏教学(演習)  演習 2 2 後期 火3 宮崎　泉 日本語 ○ ○ 東洋文化学系90

1841012 仏教学(演習) 演習 2 2 後期 月3 加納　和雄 日本語 ○ ○ 東洋文化学系91

1841013 仏教学(演習) 演習 2 2 前期 水4 熊谷　誠慈 日本語 ○ ○ 東洋文化学系92

1841014 仏教学(演習) 演習 2 2 後期 水4 熊谷　誠慈 日本語 ○ ○ 東洋文化学系93

1841015 仏教学(演習) 演習 2 2 後期 金2 佐藤　直実 日本語 ○ ○ 東洋文化学系94

1841016 仏教学(演習) 演習 2 2 後期 月4 志賀　浄邦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系95

1841017 仏教学(演習) 演習 2 2 前期 木4 山口　周子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系96

1841018 仏教学(演習) 演習 2 2 後期 木4 芳原　綾子 日本語 ○ ○ 東洋文化学系97

1851019 仏教学(講読Ｉ) 講読 2 2 前期 木3 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系98

1851020 仏教学(講読Ｉ) 講読 2 2 後期 木3 Klebanov Andrey 英語 ○ ○ 東洋文化学系99

1853021 仏教学(講読II) 講読 2 2 前期 火2 赤松　明彦 日本語 ○ ○ 東洋文化学系100

1853022 仏教学(講読II) 講読 2 2 後期 火2
DEROCHE，Marc-Henri
Jean

日本語
及び英
語 ○ ○ 東洋文化学系101



東洋文化学系1

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(国語学)(講義)
Japanese Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  国語学講義

 [授業の概要・目的]
日本語を日本語たらしめているのは何であろうか。本講義では、日本語の様々な側面に注目しなが
ら、日本語の歴史をたどる。今年度は、日本語の語彙を中心に概説しながら、関連する諸問題につ
いて考察を加える。日本語の特性とその歴史を知ることを目的とする。

 [到達目標]
日本語の語彙の歴史的展開を知り、それを通して日本語の特性について理解する。

 [授業計画と内容]
講義を主体とするが、可能な範囲で発表や資料講読などを交える。授業では受講者からの積極的な
発言を歓迎する。知識よりも思考を重視する。
主たる講義内容は以下の通り。

１.　日本語の特徴
２.　語彙についてのイントロダクション
３.　日本語の語彙
４.　日本語の語彙の歴史
５.　語彙の研究方法

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績はレポートを中心に評価し、発表、課題への回答などを平常点として加味する。
概ね毎回「プリント」課題を配布し回収する。
前期末に小レポート。後期末にレポートを課す。
「レポート：平常点」は「６０：４０」を基本とする。

 [教科書]
木田章義編 『国語史を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:978-4-7907-1596-2
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目(国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(国語学)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
『国語史を学ぶ人のために』の指定部分を予習すること。

（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。



東洋文化学系2

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(国文学)(講義)
Japanese Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
准教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
『伊勢物語』が後世どのように受容されたかを軸として、日本の古典文学史を概観する。各時代に
おける『伊勢物語』への理解・評価のあり方を通してその時代の文学観を知り、『伊勢物語』の影
響を受けた作品を読むことでその時代・ジャンルの文学の特色を考える。

 [到達目標]
さまざまな時代とジャンルの文学作品を読むことにより、古典文学史の流れを実際の作品に即して
理解する。また、一つの古典作品が時代によって異なる解釈・評価をされてきたことを知り、古典
が担ってきた役割について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
次のようなテーマ（作品）について、それぞれ２～３回ずつ講ずる。テーマ及び取り上げる順序は
変更する場合がある。

・『伊勢物語』の異本
・物語（『源氏物語』等）
・和歌（『新古今集』等）
・説話（『今昔物語集』等）
・軍記物語（『平家物語』等）
・古注釈・秘伝書
・謡曲（『井筒』等）
・連歌と連歌師による注釈
・室町物語・女訓
・近世小説（井原西鶴等）
・近世演劇（近松門左衛門等）
・国学以降の注釈（上田秋成等）

フィードバックの方法は授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（課題・コメント）と期末レポートによる。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
『伊勢物語』のテキストを各自入手し、持参すること。百二十五段すべての原文が入っているもの
ならなんでもよいが、比較的安価なものを挙げておく。
岩波文庫／講談社学術文庫（上下２冊）／角川ソフィア文庫／笠間文庫／『新校注伊勢物語』（和

系共通科目(国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(国文学)(講義)(2)

泉書院）／『伊勢物語全釈』（武蔵野書院）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]
『伊勢物語』はもちろん、授業で取り上げた作品や関連資料のうち、少しでも興味をもったものは
自分で読んでみてください。

（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。



東洋文化学系3

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国語学)(講義) 
Chinese Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説

 [授業の概要・目的]
日本に伝わった中国語が如何に変遷したか、いかなる言語上の影響をもたらしたかについて理解を
深める。また中国人が日本語をどのように記述したかについても考察する。  

 [到達目標]
日本漢字音の歴史を学ぶ。日本の各種漢字音が、中国語とどのような関係をもっているかについて
理解を深める。また、「訓読」技法についても文化史的見地から再考する。これら、日本に与えた
中国語の影響を学んだ後、明代の中国人が日本語をどのように捉え記述したかについて学び、日中
相互の言語交渉に関して、深い理解をもつことを目指す。 
また、単純な講義のみではなく、現代中国語の読解力を高める授業も適宜織り交ぜながら授業を進
める。 

 [授業計画と内容]
１日本漢字音の基礎：第1～2週
２日本漢字音の歴史と問題点：第3～5週
３現代中国語講読：第6～8週
４訓読について：第8週～9週
５江戸時代日本人から見た中国語：第10～12週
６現代中国語講読：第13～14週
７まとめ：第15週

※適宜reading weekを設け，受講生が関連文献を読んでそれぞれ発表する時間を設ける。

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）及びレポート（60％）。平常点には，普段の出席態度，及びreading week後の発表
内容も含む。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

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



東洋文化学系4

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国語学)(講義)
Chinese Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説

 [授業の概要・目的]
中国語研究史について、古代の「小学」から現代にいたる流れをたどりながら、中国語の特性や普
遍性について考察する。 

 [到達目標]
現代語と古典中国語との違いについて理解し、中国の伝統的語学「小学」や、周辺諸国の中国語学
習史についての基礎的な知識を習得する。中国の古典籍に登場する日本や日本語の記述を学び、外
から日本語がどのように見られていたか、その概要を理解する
また、中国の古典籍を実際に手にとって、その扱い方などについても学習する。

 [授業計画と内容]
１現代中国語と古典中国語との違い：第1週～第3週
２伝統的語学「小学」について（形・義・音）：第4週～第8週
３中国古典籍に現れる古代日本語：第9週～第11
４中国古典籍について：第12週～第14週
５まとめ：第15週

※適宜reading weekを設け，受講生が関連文献を読んでそれぞれ発表する時間を設ける。

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）及びレポート（60％）。平常点には，普段の出席態度，及びreading week後の発表
内容も含む。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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



東洋文化学系5

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国文学)(講義)
Chinese Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
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・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
『詩経』『楚辞』が生まれた先秦から始まり、魯迅によって「文学の自覚時代」と称された魏・晋
に至るまで、代表的な作品・作家とその文学史的意義を講述する。国語科教職科目でもあるため、
高校の「漢文」教科書に収録されている作品もあつかうが、むしろそれを「外国語文学」として相
対化する視点をもって検討したい。 

 [到達目標]
中国の古典文学に関する基本的事項を理解したうえで、関連する研究成果を読み込み、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]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。 
第1～2回　「中国文学史」とは何か
第3～4回　中国最古の歌謡集『詩経』 
第5～6回　悲劇の英雄屈原と『楚辞』 
第7～8回　文学作品としての『史記』 
第9回　漢賦の盛行 
第10～11回　五言詩の成立 
第12～13回　曹氏父子と建安の文学 
第14～15回　「竹林の七賢」と正始の文学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小レポート（50％）および期末レポート（50％）の成績による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [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]
各単元ごとに「ブック・ガイド」を告知するので、それによって関連文献を適宜読んでください。

（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。



東洋文化学系6

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国文学)(講義)
Chinese Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
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・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
中国古典詩の黄金期にあたる唐代の韻文作品を中心に講述する。国語科教職科目でもあるため、高
校の「漢文」教科書に収録されている作品もあつかうが、むしろそれを「外国語文学」として相対
化する視点をもって検討したい。

 [到達目標]
唐代文学に関する基本的事項を理解したうえで、関連する文献を読みこみ、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]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。
第1～2回　唐詩の形式と時期区分
第3回　「初唐四傑」と陳子昂
第4～5回　田園詩人孟浩然と王維
第6～7回　「謫仙人」李白
第8～9回　「詩聖」杜甫　
第10回　辺塞詩と閨怨詩　
第11～12回　韓愈と古文創作
第13～14回　中唐の流行詩人白居易
第15回　新しい韻文様式「詞」の出現

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小レポート（50％）および期末レポート（50％）の成績による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [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]
各単元ごとに「ブック・ガイド」を告知するので、それによって関連文献を適宜読んでください。

（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。



東洋文化学系7

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国哲学史)(講義)
History of Chinese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅰ）

 [授業の概要・目的]
中国哲学の基本概念を講義し、中国哲学ならびに中国文化への理解を深める。

 [到達目標]
中国哲学における「気」や「理」などの基本的諸概念の持つ意味を理解し、中国文化に対する考察
のみならず、人類の文化全体を考えるときの基礎的な知識として身につける。

 [授業計画と内容]
１　中国哲学とは何か
２　中国における「学問」の意味について
３　「気」について　一　気の思想概観
４　「気」について　二　太極図について
５　「気」について　三　死と生の説明
６　「性」について　一　孟子と荀子の性説
７　「性」について　二　朱子の説明する「性」
８　「道」について　一　儒家の考える道
９　「道」について　二　道家の考える道
10　「理」について
11　「情」について
12　「無」について　
13　「形」について
14　ふたたび「中国哲学とは何か」

 [履修要件]
同一科目コードの講義科目を複数回履修しても、成績の良いもののみが単位認定されるので注意す
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験による（100パーセント）

 [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]
ひろく中国の古典に親しんでください。

（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。



東洋文化学系8

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(中国哲学史)(講義)
History of Chinese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅱ）

 [授業の概要・目的]
中国の目録学について概要を示すとともに、中国哲学史上の重要な書物について、その書物が学問
全体においてもつ位置とその内容についての知識を深める。

 [到達目標]
中国の目録学についての基本的な知識を獲得し、目録学が持つ意味を理解するとともに、中国の経
部書、子部書といった、中国哲学が主に扱う分野の書物についての知識を獲得し、それぞれの書物
が持っている思想内容、さらに学問全体の中における意味を知る。

 [授業計画と内容]
１．目録と学問について
２．目録の歴史　一　焚書と『漢書藝文志』
３．目録の歴史　二　六朝期の目録と　『隋書經籍志』
４．目録の歴史　三　唐代から『四庫全書総目提要』へ
５．易
６．書
７．詩
８．礼
９．春秋
１０．四書、小学書
１１．子部書の分類について（１）
１２．子部書の分類について（２）
１３．老子の思想
１４．荘子の思想

 [履修要件]
同一科目コードの講義科目を複数回履修しても、成績の良いもののみが単位認定されるので注意す
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（100パーセント）

 [教科書]
使用しない

系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

（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。



東洋文化学系9

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)
History of Sanskrit Literature

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）

 [授業の概要・目的]
ヴェーダからウパニシャッドに至るヴェーダ文献の歴史をたどることによって、古代インドの宗教
と思想の展開と、古代インド文化の基本的な特徴を学ぶ。

 [到達目標]
ヴェーダ文献に関する基本的な知識を習得するとともに、文献資料を通して古代インドの社会と文
化の実像を解明するサンスクリット文献学の方法と有用性を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　古代インドの歴史と言語
第2回　ヴェーダとはどのような文献か
第3回　リグ・ヴェーダについて
第4回　リグ・ヴェーダを読む (1)
第5回　リグ・ヴェーダを読む (2)
第6回　ヤジュル・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ
第7回　ヴェーダ祭式 (1)
第8回　ヴェーダ祭式 (2)
第9回　ブラーフマナ文献
第10回　ヴェーダ祭式の思想性
第11回　輪廻思想の成立
第12回　初期ウパニシャッド 
第13回　中期ウパニシャッド 
第14回　ダルマ・スートラからダルマ・シャーストラへ
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]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験を行う。ヴェーダ文献について、一般の概説に基づいてではなく、授業の内容に即して理
解しているかどうかで評価する。そのために出席状況を評価に反映させる。

系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ない。板書しながら講義をするので、確実にノートに筆記すること。毎回、授業後、筆
記したものを再確認して理解を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶために、サンスクリット文献史（叙事詩以降）も受講するこ
とが望ましい。また、インド思想のその後の展開を知るためには、インド哲学史を受講することを
すすめる。

※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>

系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)
History of Sanskrit Literature

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
文学研究科　学振研究員SPD 川村　悠人

 

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3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（叙事詩以降）

 [授業の概要・目的]
本授業では、インド二大叙事詩『マハーバーラタ』（偉大なるバラタ族の物語）と『ラーマーヤナ』
（ラーマの軌跡）以降に作られたサンスクリット文献について、分野別にその歴史的背景と内容を
多角的な視点をもって概説する。これを通じて、インド古代・中世の思想、文化、社会の基本的枠
組みを学び、理解することを授業の目的とする。

 [到達目標]
インド古代・中世の思想、文化、社会を形づくる基本的枠組みを学び、理解することにより、関心
ある主題に関して自学する能力が育まれることが期待される。

 [授業計画と内容]
第1回　サンスクリット文献全般と授業で扱う分野の概説
第2回　大叙事詩『マハーバーラタ』について
第3回　大叙事詩『ラーマーヤナ』について
第4回　人生の四大目的：法、実利、愛、解脱
第5回　ヒンドゥー教の形成：一神教信仰の成立とヒンドゥー神話
第6回　古伝承文献（プラーナ）の形成とその世界観
第7回　インドにおける説話：動物寓話と大説話
第8回　サンスクリット美文学の成立と発展
第9回　サンスクリット詩文の諸特徴
第10回　演劇と美的体験の理論
第11回　サンスクリット詩学の発展とその諸文献
第12回　言葉の詩的技巧と意味の詩的技巧
第13回　サンスクリット文法学の伝統とその諸文献
第14回　詩と文法
第15回　定期試験
第16回　フィードバック（方法は授業中に指示する）

 [履修要件]
サンスクリット語への習熟度は問わない。古代・中世インドの世界に興味関心がある者を広く歓迎
する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
日々の出席状況と学期中に課す簡単なレポートを考慮に入れた平常点（50％）ならびに学期末に実
施する定期試験（50％）により評価する。

 [教科書]
教科書は特に使用しない。参照すべき資料は、授業内容に合わせて適宜紹介、配布される。

系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(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]
予習は必要ない。時間が許す限りで講義内容の復習をすることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶためには、サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）、インド
哲学史（前期と後期）も合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>

系共通科目(インド哲学史)(講義)
History of Indian Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
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4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド哲学史A

 [授業の概要・目的]
この講義における目的は、できる限り原典に基づいて、古代インドにおけるインド哲学の展開を、
諸学派の思想の展開を通史的に概観することにある。ただし事項を網羅的に扱う一般哲学史ではな
く、世界観や人間観、認識・論理・言語、運命観や神の観念にかかわるテーマを設定し、それの思
想史的な展開を見るという形をとることにする。インド精神の特質を、広く人間の精神の歴史の中
に位置づけて考察することを目的とする。

 [到達目標]
人間の論理的思考や言語観、神の観念をめぐる思想の歴史を具体的に古代インドの哲学を通じて理
解することは、現代に生きるわれわれが、長い時間軸の中で自分たちの思考を見つめ直すことに他
ならない。各人の世界観の地平を広げ、多元的な視点から現代に生きる自らの思想を構築すること
を可能にする。

 [授業計画と内容]
以下のテーマに従って講義を行う。
1．認識論（1）認識の構造
2．認識論（2）知覚と概念
3．認識論（3）論理学の成り立ち
4．認識論（4）論理学の展開
5．世界の成り立ち（1）因果論と業論
6．世界の成り立ち（2）根源的一者と現象世界
7．世界の成り立ち（3）二元論
8．世界の成り立ち（4）唯識
9．言葉と存在（1）意味論
10．言葉と存在（2）神秘主義的言語論
11．言葉と存在（3）文法学と言語哲学
12．ヒンドゥー教の神学（1） シャンカラとラーマーヌジャ
13．ヒンドゥー教の神学（2）神の存在証明
14．ヒンドゥー教の神学（3）神学批判
15．定期試験
フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（４０％）と定期試験の成績（６０％）で評価する。毎回、講義内容についてのアンケート
を課す。

 [教科書]
毎回資料を準備し、プリントを配布する。

 [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]
予習・復習にかかわる課題等については、授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学専修に進学・在籍する者は、インド哲学について多様な観点から理解するために、後
期のインド哲学史Bの講義も受講することが望ましい。また、インド古代・中世の文化史全般につ
いて学ぶために、サンスクリット文献史（前期と後期）も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>

系共通科目(インド哲学史)(講義)
History of Indian Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
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4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド哲学史B

 [授業の概要・目的]
この講義は、インド哲学諸派の思想について、できる限り原典に基づいて、概論することを目的と
している。ウパニシャッドに見られる古代インドの世界観、仏教とジャイナ教の誕生、紀元1世紀
以後の諸派の思想の展開、中世以降のヒンドゥー教やジャイナ教の展開などを、各派の思想史的な
展開に焦点をあてて概論する。

 [到達目標]
思想の歴史を具体的に古代インドの哲学を通じて理解することは、現代に生きるわれわれが、自分
たちの思考を見つめ直すことに他ならない。各人の世界観の地平を広げ、多元的な視点から現代に
生きる自らの思想を構築することを可能にする。

 [授業計画と内容]
以下のテーマに従って講義を行う。
1．イントロダクション：「インド哲学」について
2．ヴェーダとウパニシャッド
3．アビダルマ仏教とジャイナ教
4．仏教的観念論の展開：唯識と中観
5．ニヤーヤ
6．ヴァイシェーシカ
7．サーンキヤ
8．ヨーガ
9．ミーマーンサー
10．ヴェーダーンタ（1）：不二一元論
11．ヴェーダーンタ（2）：限定者不二一元論
12．ヴェーダーンタ（3）：二元論とマドゥヴァ
13．シヴァ派：一元論と二元論
14．イスラームとヒンドゥー教とジャイナ教
15．定期試験
フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（４０パーセント）と定期試験の成績（６０パーセント）で評価する。毎回、講義内容につ
いてのアンケートを課す。

 [教科書]
毎回資料を準備し、プリントを配布する。

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

 [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]
予習・復習にかかわる課題等については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
インド古典学専修に進学・在籍する者は、インド哲学について多様な観点から理解するために、前
期のインド哲学史Aの講義も受講することが望ましい。また、インド古代・中世の文化史全般につ
いて学ぶために、サンスクリット文献史（前期と後期）も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>

系共通科目(仏教学)(講義)
Buddhist Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

 [授業の概要・目的]
インド・チベット仏教思想史のうち、インドで大乗仏教が興る以前の思想史の流れを概説する。仏
教誕生の背景から仏教教義が体系化されていく様子を初期仏教、部派仏教の順に追う。

 [到達目標]
大乗仏教興起以前のインド仏教の特徴的な思想について基本的な事項を理解した上で、全体の流れ
を把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1回　序論。近代仏教学に必要な言語
第2回　仏教誕生の背景
第3回　仏陀の生涯
第4～7回　初期仏教
第8～9回　部派仏教
第10～14回　説一切有部の思想

 [履修要件]
特にないが、後期の仏教学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]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教の思想の流れと、個々の思
想に対する理解にしたがって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要がある時は、授業中に指示する。
授業内容に馴染みがないことが多いと思われるので、毎回の授業後に復習が必要である。

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

系共通科目(仏教学)(講義)
Buddhist Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

 [授業の概要・目的]
インド・チベット仏教思想史のうち、経量部の思想を解説した後、インドで大乗仏教が興って以降
の思想史の流れを概説する。大乗仏教の興起とその展開を、大乗経典、中観学派、唯識学派、密教
の順に追う。さらにチベット仏教について、国家仏教としての色彩の濃い前伝期の仏教と、後伝期
に現れる諸宗派の特徴的な思想を概説する。

 [到達目標]
インド・チベットにおける大乗仏教の中の特徴的な思想について基本的な事項を理解し、全体の流
れも把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1～2回　経量部の思想
第3～5回　大乗運動と大乗経典
第6～8回　中観学派の思想
第9～10回　唯識学派の思想
第11回　仏教論理学派と密教
第12回　前伝期のチベット仏教
第13回　後伝期の仏教諸派の思想１（カダム派、サキャ派、カギュ派）
第14回　後伝期の仏教諸派の思想2（ニンマ派、ジョナン派、ゲルク派）、宗派折衷運動、ボン教
の歴史と思想

 [履修要件]
特にないが、後期の授業は前期の内容を引き継ぐものなので、前期の仏教学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]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教とチベット仏教の思想の流
れと、個々の思想に対する理解にしたがって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目(仏教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(仏教学)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要がある時は、授業中に指示する。
授業内容に馴染みがないことが多いと思われるので、毎回の授業後に復習が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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 文学研究科 国語学国文学（確認用）
助教 文学研究科 河村　瑛子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  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]
　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)
Japanese Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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

 [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

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）
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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
関西大学　文学部 教授 乾　善彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
京都女子大学 大谷　俊太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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。取り上
げる課題は以下の予定。

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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
京都女子大学 大谷　俊太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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。取り
上げる課題は以下の予定。

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。

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)

 [教科書]
講義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]
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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
非常勤講師 阿部　泰郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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 国語学国文学（確認用）
教授 文学研究科 大槻　信

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金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

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

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)
Japanese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
准教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  松浦宮物語

 [授業の概要・目的]
前年度に引き続き、藤原定家の作と伝わる『松浦宮物語』を精読する。和歌・漢詩文・先行物語の
表現を駆使して彫琢された文章を読み解き、作者の創意を明らかにする。 

 [到達目標]
古典のテキストを正確に読み、実証的に解釈する方法を習得する。また、典拠や影響を受けた作品
を突き止め、その利用方法を分析することで、文章をより深く鑑賞する能力を養う。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
授業の目的や進め方を説明し、受講者の担当部分と発表順を決める。 

第２回　作品概説 
『松浦宮物語』について、現在の研究状況を踏まえて概説する。 

第３回～第３０回　作品精読 
受講者の発表により作品を読み進める。発表者は担当部分について、テキストの翻字、語釈、現代
語訳、典拠の指摘などを行う。その中で特に関心のある事柄や重要な問題点について、調査・考察
した結果をレジュメにまとめ、発表する。発表者以外の受講者もあらかじめ熟読してから授業に臨
み、積極的に質問や意見を述べることが望まれる。

 [履修要件]
くずし字の文献を扱うため、「国語学国文学講読」を履修済み又は受講中であることが望ましい（
必須とはしない）。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表および平常点（授業中の発言等）による。授業時間内に発表できなかった者は、レポートで代
替する。発表・レポートは到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

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）
 『新編日本古典文学全集　松浦宮物語・無名草子』（小学館）
萩谷朴 『松浦宮全注釈』（若草書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
・授業では物語の途中から読み進めることになるが、参考図書などによってあらかじめ作品全体を
読んでおくことが望ましい。
・自分の担当以外の箇所についても、十分に下読みしてから授業に臨むこと。

（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>

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 国語学国文学（確認用）
神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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]
使用しない

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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
神戸女子大学　文学部 教授 永渕　朋枝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語  未定

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・変体仮名の読みにある程度習熟していること。

 [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

教授 文学研究科 国語学国文学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語  未定

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・変体仮名の読みにある程度習熟していること。

 [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>

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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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 『#39432文史序説』（研文出版）ISBN:987-4-87636-270-7
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））
授業中に紹介する

※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。



東洋文化学系30

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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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 『#39432文史序説』（研文出版）ISBN:987-4-87636-270-7
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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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）

 [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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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）

 [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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人文科学研究所 池田　巧

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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：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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

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：水曜午後1時～５時（A１２４研究室）

※オフィスアワーの詳細については、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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 赤松　紀彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

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：水曜午後1時～５時（A１２４研究室）

※オフィスアワーの詳細については、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 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
京都府立大学　文学部 教授 小松　謙

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  白話文学の歴史

 [授業の概要・目的]

明代後期に「四大奇書」を初めとするすぐれた白話文学作品が次々に登場する。なぜこのような状
況が発生したのか。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、明代後期にさまざまな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]
白話と白話文学そしてその出版に関する基礎知識を身につけるとともに、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することにより、中国の社会と言語を多面的に理解
し、あわせて読書」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、明代まで
２、明代前期の状況 
３、『嬌紅記』と初期戯曲刊本 
４、「成化説唱詞話」と弘治本『西廂記』 
５、明代中期の状況 
６、あらたな「読者」の誕生
７、歴史小説の大量刊行 
８、明代後期の状況 
９、『三国志演義』嘉靖壬午序本
10、武官と宦官 
11、『水滸伝』初期刊本 
12、『水滸伝』本文の変貌 
13、『金瓶梅』へ 
14、「三言二拍」と戯曲刊本 
15、明末から清へ

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)

 [履修要件]
中国語を履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（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

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「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(卒論演習)
Chinese Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
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  4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 卒論演習

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]
卒業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)論文の組み立て
に関する指導をおこなう。あわせて、中国語による論文要旨の書きかたについて指導する。

 [到達目標]
卒業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
研究を経て言語化するための手続きを学ぶ。

 [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、自らの卒業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し、それにするものとする。
　以上とあわせて、中国語による論文要旨の書きかたについての指導をおこなう。

 [履修要件]
中国語学中国文学専修学部学生に限る。（3回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（卒業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]
卒業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 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  周作人散文（1930年代　その１）

 [授業の概要・目的]
魯迅の弟である周作人の随筆を読むことで、1930年代の近代中国語を理解するための語学力を高め
る。

 [到達目標]
中国語の書きことばをより広く読めるようになるために、ほぼ80年前の語彙・語法に習熟、21世紀
の中国語との差異について理解した上で、正確な読解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
○授業方針および作品集の背景となる知識についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、周作人が1930年代に発表した随筆から選び、指定した部分を読む。適当な機会に、中国語
による要約作成の宿題を課す。（13回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語中級を学んでいる程度の学力があり、正確な発音を心がけていること。授業
外学習の欄に記すとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。また、
後期の周作人散文（1930年代　その２）と連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]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
鍾叔河(編) 『周作人散文全集』（広西師範大学出版社）ISBN:9787563382941（全14巻。本書を底本
として利用する。）
関連資料をプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
 『新華字典』（商務印書館）（最初に必ず持つべき中国の漢字字典。）
呂叔湘編 『現代漢語八百詞（増訂本）』（商務印書館）（辞典の文法的説明ではあきたらなくなっ
た人のための重要な参考書。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
全文を中国語でよどみなく朗読できるようピンインを調べるとともに、正確な翻訳ができるように
準備をして出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
特に、必ず朗読の練習をきちんとし、読解上の疑問点を明らかにしたうえで出席して欲しい。

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

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 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  周作人散文（1930年代　その２）

 [授業の概要・目的]
魯迅の弟である周作人の随筆を読むことで、1930年代の近代中国語を理解するための語学力を高め
る。

 [到達目標]
中国語の書きことばをより広く読めるようになるために、ほぼ80年前の語彙・語法に習熟、21世紀
の中国語との差異について理解した上で、正確な読解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
○授業方針および作品集の背景となる知識についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、周作人が1930年代に発表した随筆から選び、指定した部分を読む。適当な機会に、中国語
による要約作成の宿題を課す。（13回）

 [履修要件]
専門課程で中国文学を１学期間学んだ程度の知識があり、正確な発音を心がけていること。中国の
現代文による作品読解について基礎的な能力を有すること。前期の「周作人散文（1930年代　その
１）」と連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]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
鍾叔河(編) 『周作人散文全集』（広西師範大学出版社）ISBN: 9787563382941（全14巻。本書を底本
として利用する。）
関連資料をプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘 『現代漢語八百詞（増訂版）』（商務印書館）（辞典の文法的説明ではあきたらなくなっ 
た人のための重要な参考書。）
木山英雄 『周作人「対日協力」の顛末―補注『北京苦住庵記』ならびに後日編』（岩波書店）
ISBN:9784000233939
伊藤徳也編 『アジア遊学　164　周作人と日中文化史』（勉誠出版）ISBN: 9784585226307

 [授業外学習（予習・復習）等]
全文を中国語でよどみなく朗読できるようピンインを調べるとともに、正確な翻訳ができるように
準備をして出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
中国語の原文をそのまま用いるので、漢字の発音・意味の下調べ、物語の要約作成を始めとして、
予習にかなり時間をかけなくてはならない。特に、必ず朗読の練習をし、読解上の疑問点を明らか
にしたうえで出席して欲しい。

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

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 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

 [授業の概要・目的]
『古文観止』は、清代に編まれた中国古典散文の選集である。そもそも教育目的で編纂された選集
で、各時代の代表的散文の要点を押さえ、初学者にとって今に到るまで重要な読本として使用され
ている。王力編『古代漢語』は、1962年に大学における古典教育の基礎的教材として出版され、
1981年に修訂版が出版された。その後、主編者を換えつつも、今に到るまで多くの大学で教科書と
して用いられている。この授業では、『古文観止』から基本的な文章を選び、また『古代漢語』の
「古漢語通論（古典常識）」を合わせ読みながら、中国古典文の読み方、さらに中国古典文と現代
中国語との相違について理解を深める。

 [到達目標]
中国古典文を読むために必要な知識、資料の使い方を学び、現代中国語と古典中国語の違いに配慮
しつつ、基本的文献の読解方法を学ぶ。読解とともに、白文に句読を施す訓練も行い、文献の特性
に従って読解する力を養う。

 [授業計画と内容]
『古文観止』と王力『古代漢語』「古漢語通論」を読む。読解対象は古典文だが、注釈は現代中国
語文で記されている。その双方に目を配り、現代語・古典語ともに理解できるように授業を進める。

１左伝・国語・戦国策：第１～３週
２史記・漢書：第４週～第８週
３六朝・唐代文：第９週～第１４週
４まとめ：第１５週
　※この間に、進度に合わせて２～３回のリーディングウィークを設ける。
　

 [履修要件]
全学共通科目にて、中級中国語を履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。担当の訳注のみならず，担当時以外の討論や発言も評価の対象とする。

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)

 [教科書]
中華書局編輯部 『名家精訳　古文観止』（中華書局）ISBN:9787101009279
王力 『古代漢語』（中華書局）ISBN:9787101000825

 [参考書等]
  （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 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 木津　祐子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、『古文観止』、王力編『古代漢語』「古漢語通論」を読みながら、中国古典文の
基礎、さらに中国古典文と現代中国語との相違について理解を深める。

 [到達目標]
中国古典文を読むために必要な知識、資料の使い方を学び、現代中国語と古典中国語の違いに配慮
しつつ、基本的文献の読解方法を学ぶ。読解とともに、白文に句読を施す訓練も行い、文献の特性
に従って読解する力を養う。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、『古文観止』を読む。読解対象は古典文だが、注釈及び『古代漢語』「古漢語通
論」は現代中国語文で記されている。その双方に目を配り、現代語・古典語ともに理解できるよう
に授業を進める。
１唐宋文：第１～９週
２明文：第10週～第13週
３まとめ：第14週～第15週
　※この間に、進度に合わせて２～３回のリーディングウィークを設ける。
　

 [履修要件]
全学共通科目で中級中国語を履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。担当の訳注のみならず，担当時以外の討論や発言についても評価の対象とする。

 [教科書]
中華書局編輯部 『名家精訳　古文觀止』（中華書局）ISBN:9787101009279
王力 『古代漢語』（中華書局）ISBN:9787101000825

 [参考書等]
  （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 中国語学中国文学（確認用）
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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]
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]
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>

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 中国語学中国文学（確認用）
准教授 文学研究科 緑川　英樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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、沈セン期「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]
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]
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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  同時代中国文学作品選読

 [授業の概要・目的]
同時代中国の随筆などを読み、現代中国語で書かれた文学作品を理解し、正確に文法を分析できる
だけの語学力を身につける。

 [到達目標]
現代中国語のエッセイなどを正確に理解でき、構文を把握するための基礎力を獲得すること。

 [授業計画と内容]
○授業方針の概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、作品から指定した部分を読む。あわせて、適宜、中国語の構文分析の宿題を課す。（13回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語初級の基礎力を確実に身につけており、正確な発音を心がけていること。授
業外学習の欄に記したとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。
中国語を母語・準母語とする学生は対象としない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
主としてプリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
 『新華字典』（商務印書館）（中級段階に入ったときは必備の字典。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
中国語の原典をそのまま用いるので、予習に時間をかけなくてはならない。特に、ピンインを調べ
て覚えるために一定の時間と労力を割くこと。

（その他（オフィスアワー等））
特に、朗読の練習をきちんとし、読解上の疑問点を明らかにしたうえで出席して欲しい。
中国語学中国文学専修の学生は、後期に開講する講読とあわせて４単位を必ず履修すること。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国語学中国文学（確認用）
教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国古典詩入門

 [授業の概要・目的]
中国古典詩を読むには、韻律に関する知識が不可欠である。この授業では、歴代の古典詩を素材と
しながら、押韻・平仄などに関する規則の概要をあつかい、中国の伝統的な詩歌を、現代中国語の
注釈を利用しつつ読むための基礎知識を習得することをめざす。あわせて、現代中国語の音韻体系
の形成についての理解を深め、中国語教育法についても学ぶ。  

 [到達目標]
中国古典詩の韻律を理解したうえで、詩の構造と語法を踏まえて、正確な意味解釈ができるように
なること。

 [授業計画と内容]
以下の課題についてあつかう。現代中国語による注釈・解説の読解を含む。 
(1)基礎的な用語・概念の解説、主要な工具書の解説（1週）。 
(2)七言絶句の構造把握と読解（5週） 
(3)五言律詩の構造把握と読解（5週）
(4)七言律詩の構造把握と読解（2週）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語初級・中級をあわせて、すでに１年半程度学習してきた学部学生を主な対象
として授業をすすめる。正確な発音を心がけること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および予習・課題提出（中国語の発音評価を含む）の状況50％、レポート20％、定期試験30％。

 [教科書]
趙昌平 『唐詩三百首全解』（復旦大学出版社）ISBN:9787309050752（受講者確定後に発注します。）

 [参考書等]
  （参考書）
川合康三 『新編　中国名詩選』』（岩波文庫）（全3冊。中国古典詩全体にわたる選集。）
小川環樹 『唐詩概説』（岩波書店）（日本語で書かれた優れた概説。）
この授業は、原則として中国古典詩を中国語として読むことをめざす。ただし、漢和辞典をほとん
ど利用した経験のない学生には、『新字源』（角川書店）もしくは『全訳漢辞海』（三省堂）を持
つことを推奨する。

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定した詩について、中国語の発音・平仄を調べたうえで、自力で読解し、問題点をあきら
かにしたうえで出席すること。また、原文を正確な発音で読めるように練習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
中国語学中国文学専修の学生は、前期に開講する講読とあわせて４単位を必ず履修すること。

※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>

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 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金4

授業
形態 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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
日頃から文学研究科図書館の漢籍を手に取って見る習慣をつけてください。

（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>

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 中国哲学史（確認用）
名古屋大学 神塚　淑子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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８
０％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 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法漢籍目録の作成要領

 [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 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 井波　陵一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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、復習のために書庫に深く潜伏する。

（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 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 武田　時昌

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の解釈法：インドと中国の解釈の相違(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

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の解釈法：インドと中国の解釈の相違(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(演習)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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））
内容の項目に書いたように、典拠や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 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目   『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 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  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

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月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。
　清儒の伝統学術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。

 [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。 

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
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]
必ず予習した上で、授業に出席すること。

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

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 中国哲学史（確認用）
准教授 人文科学研究所 古勝　隆一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月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PDF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

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  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(講読)
History of Chinese Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中国哲学史（確認用）
教授 文学研究科 宇佐美　文理

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  蘇東坡文講読

 [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、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
28　司馬温公神道碑５

中国哲学史(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(講読)(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
テキストはコピーして配布します。

 [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]
綿密な下調べが必要になります。

（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>

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 インド古典学（確認用）
教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 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。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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)

 [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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
准教授 文学研究科 VASUDEVA, Somdev

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

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

 [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））
To be determined.

※オフィスアワーの詳細については、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 文学研究科 インド古典学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   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 text 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。
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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 文学研究科 インド古典学（確認用）
教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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 文学研究科 インド古典学（確認用）
教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  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(演習)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
准教授 文学研究科 VASUDEVA, Somdev

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  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
Instructed during 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
To be announced. 

 [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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   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. 
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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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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。 
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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，授業における発表等）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の時間に受け付けます。

※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 インド古典学（確認用）
教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目
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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
准教授 文学研究科 VASUDEVA, Somdev

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   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

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Begin by reading:

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

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））
※オフィスアワーの詳細については、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 インド古典学（確認用）
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  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  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 315
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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木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Dasavyaliya 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は望ましい。

 [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）
授業中に紹介する

 [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(講読)
Indological Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月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　教科書のうち、「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予定である。フィードバックの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]
定期試験によって評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R. 『A Sanskrit Reader』（Motilal Banardidass）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

 [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が、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 文学研究科 インド古典学（確認用）
教授 人文科学研究所 藤井　正人

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  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。



東洋文化学系80

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 インド古典学（確認用）
教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  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）
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

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  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>

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 仏教学（確認用）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠解説

 [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(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠解説

 [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]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の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 仏教学（確認用）
教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の解釈法：インドと中国の解釈の相違(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，漢語に残された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 文学研究科 仏教学（確認用）
教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の解釈法：インドと中国の解釈の相違(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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『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、または、履修中であること。

 [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

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『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、または、履修中であること。

 [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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   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

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]
Evaluation is made according to 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]
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 仏教学（確認用）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題解説

 [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を解説し、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。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 仏教学（確認用）
教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題解説

 [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を解説し、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する。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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
高野山大学　文学部　助教 加納　和雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  梵文仏典写本研究のための基礎知識

 [授業の概要・目的]
インド本土において衰退した大乗仏教を研究するために現在われわれの手元に残されているのは、
インド周辺諸国において翻訳という形で伝承された仏典翻訳文献と、写本として伝来されている梵
文原典とである。このうち写本資料は仏典原典の言語をダイレクトに今に伝える貴重な資料であり、
近年その研究が飛躍的に進んでいる。授業では梵文仏典写本研究の現状と課題について理解し、写
本を実際に読解しながら、文字解読をはじめとする基礎的な能力の養成を目的とする。

 [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]
冒頭数回の授業では、インドに由来する梵文仏典写本研究の現状について、特に、ネパール・チベ
ット伝来の写本を中心に概観する。さらに写本解読のための基礎知識を養うために、従来刊行され
てきた写本の文字表や、梵文写本独特の綴り字法などについて説明する。また、写本の所有者にま
つわる逸話を紹介し、来歴と伝承過程について補足する。これらの基礎知識を習得した後は、実際
に写本の解読に入る。素材としては、未解読の断片写本をサンプルとして用いる。特に、写本の読
みに問題がある場合の対処法と有効な手続きについて詳しく論じる。授業は演習形式とするが初心
者も歓迎する。

第一～三回　歴史的背景の概説と研究状況の概観
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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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。

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]
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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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]
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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
宗教情報センター　研究員 佐藤　直実

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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]
授業中に指示する
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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  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。
・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『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
その他，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]
・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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
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  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
非常勤講師 芳原　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木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読み進めながら、
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は望ましい。

 [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）
授業中に紹介する

 [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予定である。

（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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  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Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  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 仏教学（確認用）
教授 文学研究科 赤松　明彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

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]
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]
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]
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）
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

教授 文学研究科 仏教学（確認用）
准教授 総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  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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