
【思想文化学系】

講義コード 講義名 授業形態
週時
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単位数 開講期 曜時限 授業担当者 使用言語
(大学院)
聴講生

シラバス連番 備考

5131001 哲学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期 月2 松田　克進 日本語 ○ 思想文化学系１
5131002 哲学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 安孫子　信 日本語 ○ 思想文化学系２
5131003 哲学(特殊講義) 特殊講義 30 2 後期 金3 加國　尚志 日本語 ○ 思想文化学系３
5131004 哲学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火4 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学系４
5131005 哲学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火4 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学系５
5131006 哲学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 増田　一夫 日本語 ○ 思想文化学系６
5141001 哲学(演習) 特殊講義 2 2 前期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ 思想文化学系７
5141002 哲学(演習) 特殊講義 2 2 後期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ 思想文化学系８
5141004 哲学(演習) 特殊講義 2 2 後期 金3 安部　浩 日本語 ○ 思想文化学系９
5141005 哲学(演習) 特殊講義 2 2 前期 火4 戸田　剛文 日本語 ○ 思想文化学系１０
5141006 哲学(演習)  特殊講義 2 2 前期 金4 青山　拓央 日本語 ○ 思想文化学系１１

5141007 哲学(演習)  特殊講義 2 2 前期 月5 大西　琢朗
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系１２

5141008 哲学(演習)  特殊講義 2 2 後期 月5 大西　琢朗
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系１３

5143001 哲学(演習Ｉ) 演習 2 2 前期 水5 出口　康夫 英語 ○ 思想文化学系１４
5143002 哲学(演習Ｉ) 演習 2 2 後期 水5 出口　康夫 英語 ○ 思想文化学系１５
5143003 哲学(演習Ｉ) 演習 30 2 前期不定 その他 八木沢　敬 英語 ○ 思想文化学系１６
5143004 哲学(演習Ｉ) 演習 2 2 前期 金1 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学系１７
5143005 哲学(演習Ｉ)   演習 2 2 後期 金1 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学系１８
5150001 哲学(演習I) 演習 15 1 後期不定 その他 八木沢　敬 英語 ○ 思想文化学系１９
M226001 哲学(語学) 語学 2 4 通年 火3 山下　修一 日本語 ○ 思想文化学系２０
M227001 哲学(語学) 語学 2 4 通年 水1 勝又　泰洋 日本語 ○ 思想文化学系２１

M228001 哲学(演習I) 演習 4 2 前期 金4.金5 出口　康夫・大塚　淳
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系２２

M228002 哲学(演習I)  演習 4 2 後期 金4.金5 出口　康夫・大塚　淳
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系２３

5230001 西洋哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 月3 中畑　正志 日本語 ○ 思想文化学系２４
5231001 西洋哲学史(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 田中　一孝 日本語 ○ 思想文化学系２５
5240001 西洋哲学史(演習) 演習 2 4 通年 金2 中畑　正志 日本語 ○ 思想文化学系２６
5240002 西洋哲学史(演習) 演習 隔週4 4 通年 木4.木5 中畑　正志 日本語 ○ 思想文化学系２７
5241001 西洋哲学史(演習) 演習 2 2 前期 火3 早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学系２８
5241002 西洋哲学史(演習) 演習 2 2 後期 火3 早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学系２９
5331001 日本哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系３０
5331002 日本哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水4 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学系３１
5331003 日本哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系３２
5331004 日本哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木3 小野　真龍 日本語 ○ 思想文化学系３３
5331005 日本哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木3 水野　友晴 日本語 ○ 思想文化学系３４
5341001 日本哲学史(演習) 演習 2 2 前期 金2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系３５
5341002 日本哲学史(演習) 演習 2 2 後期 水3 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系３６
5430001 倫理学(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 火3 水谷　雅彦 日本語 ○ 思想文化学系３７
5431001 倫理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学系３８
5431002 倫理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学系３９
5431003 倫理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 佐藤　岳詩 日本語 ○ 思想文化学系４０
5431004 倫理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 増田　一夫 日本語 ○ 思想文化学系４１
5440001 倫理学(演習) 演習 2 4 通年 火4 水谷　雅彦・児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学系４２
5440002 倫理学(演習) 演習 2 4 通年 金4 水谷　雅彦・児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学系４３
5443001 倫理学(演習) 演習 2 2 前期 木2 児玉　聡 英語 ○ 思想文化学系４４
5443002 倫理学(演習) 演習 2 2 後期 木2 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学系４５
5443003 倫理学(演習) 演習 2 2 前期 金5 北尾　宏之 日本語 ○ 思想文化学系４６
5443004 倫理学(演習) 演習 2 2 後期 金5 北尾　宏之 日本語 ○ 思想文化学系４７
5443005 倫理学(演習) 演習 2 2 前期 水4 佐藤　義之 日本語 ○ 思想文化学系４８
5443006 倫理学(演習) 演習 2 2 後期 水4 佐藤　義之 日本語 ○ 思想文化学系４９
5531001 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系５０
5531002 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系５１
5531003 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系５２
5531004 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系５３
5531005 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 後藤　正英 日本語 ○ 思想文化学系５４
5531006 宗教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 増田　一夫 日本語 ○ 思想文化学系５５
5541001 宗教学(演習) 演習 2 2 前期 水5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系５６
5541002 宗教学(演習) 演習 2 2 後期 水5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系５７
5541003 宗教学(演習) 演習 2 2 後期 金3 安部　浩 日本語 ○ 思想文化学系５８
5541004 宗教学(演習) 演習 2 2 前期 水4 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系５９
5551001 宗教学(講読) 講読 2 2 前期 木3 下田　和宣 日本語 ○ 思想文化学系６０
5551002 宗教学(講読) 講読 2 2 後期 木3 下田　和宣 日本語 ○ 思想文化学系６１
M264001 宗教学(演習II) 演習 隔週4 4 通年 金4.金5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系６２
5631001 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系６３
5631002 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系６４
5631003 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系６５
5631004 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系６６
5631005 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水5 狭間　芳樹 日本語 ○ 思想文化学系６７
5631006 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 津田　謙治 日本語 ○ 思想文化学系６８
5631007 キリスト教学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月4 村上　みか 日本語 ○ 思想文化学系６９
5641001 キリスト教学(演習) 演習 2 2 前期 水3 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系７０
5641002 キリスト教学(演習) 演習 2 2 後期 水3 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系７１
5641003 キリスト教学(演習) 演習 2 2 前期 水4 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系７２
5641004 キリスト教学(演習) 演習 2 2 後期 水4 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系７３
5641005 キリスト教学(演習) 演習 2 2 後期 金4 河崎　靖 日本語 ○ 思想文化学系７４
5731003 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学系７５
5731004 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学系７６
5731005 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系７７
5731006 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系７８
5731007 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系７９
5731008 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系８０
5731009 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 稲本　泰生 日本語 ○ 思想文化学系８１
5731010 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 稲本　泰生 日本語 ○ 思想文化学系８２
5731011 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火3 岡田　暁生 日本語 ○ 思想文化学系８３
5731012 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火3 岡田　暁生 日本語 ○ 思想文化学系８４
5731013 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木4 河野　道房 日本語 ○ 思想文化学系８５
5731014 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木4 安田　篤生 日本語 ○ 思想文化学系８６
5731015 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月3 武田　宙也 日本語 ○ 思想文化学系８７
5731016 美学美術史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月3 武田　宙也 日本語 ○ 思想文化学系８８
5745003 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 後期 木2 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系８９
5745004 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 前期 木2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系９０
5745005 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 前期 月2 永井　隆則 日本語 ○ 思想文化学系９１
5745006 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 後期 月2 吉田　朋子 日本語 ○ 思想文化学系９２
5745007 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 前期 水4 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系９３
5101001 系共通科目(哲学)(講義) 講義 2 4 通年 火5 出口　康夫 日本語 ○ 思想文化学系９４ 学部科目

5144001 哲学(演習II) 演習 2 2 前期 金2 出口　康夫・大塚　淳
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系９５ 学部科目
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5147001 哲学(演習III) 演習 2 2 後期 金2 出口　康夫・大塚　淳
日本語及
び英語 ○ 思想文化学系９６ 学部科目

5302001 系共通科目(日本哲学史)(講義) 講義 2 2 前期 火5 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学系９７ 学部科目
5304001 系共通科目(日本哲学史)(講義) 講義 2 2 後期 火5 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学系９８ 学部科目
5401001 系共通科目(倫理学)(講義) 講義 2 4 通年 金3 水谷　雅彦 日本語 ○ 思想文化学系９９ 学部科目
5543001 宗教学（基礎演習） 演習 隔週4 2 前期 金4.金5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系１００ 学部科目
5543002 宗教学（基礎演習） 演習 隔週4 2 後期 金4.金5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学系１０１ 学部科目
5602001 系共通科目(キリスト教学)(講義) 講義 2 2 前期 木1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系１０２ 学部科目
5604001 系共通科目(キリスト教学)(講義) 講義 2 2 後期 木1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系１０３ 学部科目
5651001 キリスト教学（講読） 講読 2 2 前期 木2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系１０４ 学部科目
5651002 キリスト教学（講読） 講読 2 2 後期 木2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学系１０５ 学部科目
5705001 系共通科目(美学)(講義) 講義 2 2 前期 水4 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系１０６ 学部科目
5706001 系共通科目(西洋美術史)(講義) 講義 2 2 前期 水3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系１０７ 学部科目
5707001 系共通科目(美学)(講義) 講義 2 2 後期 水4 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系１０８ 学部科目
5708001 系共通科目(日本・東洋美術史)(講義) 講義 2 2 前期 金1 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学系１０９ 学部科目
5709001 系共通科目(西洋美術史)(講義) 講義 2 2 後期 水3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学系１１０ 学部科目
5710001 系共通科目(日本・東洋美術史)(講義) 講義 2 2 後期 金1 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学系１１１ 学部科目
5745001 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 前期 金2 深谷　訓子 日本語 ○ 思想文化学系１１２ 学部科目
5745002 美学美術史学(演習II) 演習 2 2 後期 金2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学系１１３ 学部科目
5753001 美学美術史学(講読) 講読 2 2 前期 水2 宮崎　もも 日本語 ○ 思想文化学系１１４ 学部科目
5753002 美学美術史学(講読) 講読 2 2 後期 木2 高井　たかね 日本語 ○ 思想文化学系１１５ 学部科目



思想文化学系１

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 松田　克進

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  <情動の哲学>の歴史と展望

 [授業の概要・目的]
〈情動の哲学〉の歴史を振り返るとともに、現代的な議論を参照しつつその展望を考察する。歴史
としては、おもに１７世紀の議論（スピノザ、デカルトによるもの）を扱うが、適宜、ヘレニズム
や中世哲学（トマス）にも目配りする。現代的な議論としては、Ａ・ダマシオやＪ・プリンツの仕
事を中心に取り上げる。

 [到達目標]
情動（感情・情念）という事象が哲学の歴史においてどのように議論されてきたか、また現在どの
ような諸理論が提示され、それらの対立点がどこに存するかを理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的には以下の計画に沿って進める。ただし、講義の進み具合などに応じて、扱う項目や順序等
は変更する。

第1回　イントロダクション：授業の進め方、文献の紹介、履修上の注意
第2回～第5回　〈情動の哲学〉の歴史：スピノザとデカルト
第6回～第8回　〈情動の哲学〉の歴史：ヘレニズムと中世
第9回～第12回　〈情動の哲学〉の現代：ダマシオとプリンツ
第13回～第14回　〈情動の哲学〉の展望：哲学の一分野としてのその意義
第15回　振り返りと総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートにより評価する。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
また、レポートの諸条件（分量や書式など）については授業中に指示する。

 [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]
適宜、事前に読むべき資料を授業中に配布する。しっかり予習しておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
大学院生には、質疑応答をリードするなど、より積極的な授業参加が求められる。

※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。



思想文化学系２

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 安孫子　信

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  オーギュスト・コントの〈実証の思想〉

 [授業の概要・目的]
オーギュスト・コント（1798-1857）は、社会学、実証哲学、人類教の創始者です。社会学は今日
最も有力な個別社会科学の一つですし、実証哲学は論理実証主義の形で一世を風靡しました。また
人類教も、これは実は公教育の形で今日、世界各国に根付いています。ただそのどの部門において
もコントの名前が語られることは稀です。またコント如何に拘わらず、この3者が互いに対話する
こともまずありません。しかし、コントは科学から哲学を経て宗教に至るその仕事の全体を、あく
までも一貫したものと見なしていました。こうして、今日見捨てられている彼の仕事の全体像、仮
にそれを〈実証の思想〉と呼ぶとすれば、その〈実証の思想〉を再構成してみるとき、本来は全体
の中に位置づいていた、これら3つの仕事の意味も新たに見直されてくると思います。それは形而
上学が退場した後の、科学の時代に可能な、唯一とは言わないとしても稀な思想のあり方です。コ
ントの〈実証の思想〉を、まずはコント自身の仕事を通して、次に、先行また後行の諸体系と対比
させつつ、あくまでも全体として捉えていくことがこの授業の目的です。

 [到達目標]
（1）コントにおける科学（社会学）と哲学（実証哲学）のつながりを把握します。
（2）コントにおける哲学（実証哲学）と宗教（人類教）のつながりを把握します。
（3）科学と哲学と宗教をつなぐ〈実証の思想〉の、今日における意義を把握します。

 [授業計画と内容]
以下の流れで授業を行っていきます。ただし各回と内容の対応はあくまでも仮のものです。
第1回：コントの時代とコントの生涯
第2回：実証主義(positivisme)の構想
第3回：形而上学
第4回：否定主義(négativisme)
第5回：社会学
第6回：社会静学(statique sociale)
第7回：社会動学(dynamique sociale)
第8回：社会学の哲学的意味
第9回：骨相学(phrénologie)と人類教
第10回：デカルトとコント
第11回：パスカルとコント
第12回：ベルクソンとコント
第13回：アランとコント
第14回：西周とコント
第15回：論理実証主義およびプラグマティズムとコント

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
(1)授業への参加（35.0％）
(2)授業終了後に提出のレポート（65.0％） 
※レポートの分量は4000字程度、提出期限は授業終了後2週間ほどを予定しています。

 [教科書]
使用しない
授業の各回では、授業で言及される、おもにコントのテキストからの引用箇所のコピーをプリント
の形で配布します。

 [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]
(1)初回授業までに、できれば、Auguste Comte "Discours sur l'esprit positif"(Vrin) (邦訳『実証精神論』
（中公バックス世界の名著46『コント/スペンサー』所収）でも構わない)を通読しておいて下さい。

(2)毎回の授業の冒頭で、前回の授業内容についての議論の時間を若干取るつもりです。それに参加
できるように復習を行ってください。
(3)授業中に紹介する参考文献のうち、少なくとも一点を通読し、学期末論文の執筆に活かして下さ
い。

（その他（オフィスアワー等））
(1)授業内対話・討論に積極的に参加することを期待します。
(2)文献の抜粋の配布方法については追って通知します。
(3)大学院生には、質疑応答をリードするなど、より積極的な授業参加を求めます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 加國　尚志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メルロ＝ポンティと現象学的身体論

 [授業の概要・目的]
モーリス・メルロ＝ポンティ(1908-1961) の哲学は、現象学を基本としつつ、行動、知覚、心身問題
について多くの哲学的議論を行っている。本講義では、メルロ＝ポンティの哲学を『行動の構造』
『知覚の現象学』を中心に概説しつつ、現象学的身体論としての意義やその経験主義批判、主知主
義批判について検討を行う。

 [到達目標]
１）メルロ＝ポンティ哲学の中心的な概念や議論について理解する。
２）行動、知覚、心身問題について考察することで、哲学史上の議論における現象学的身体論の意
味を理解する。

 [授業計画と内容]
(1)導入：メルロ＝ポンティの哲学と哲学史
(2)『行動の構造』における行動主義批判
(3)「行動」への「構造」概念の導入について
(4)実在論と構造概念
(5)デカルト二元論への批判
(6)フッサール後期現象学と心身問題
(7)『知覚の現象学』：二元論批判と知覚実在論
(8)感覚所与概念及び構成概念への批判と知覚的意味の問題
(9)身体図式と運動志向性
(10)「感性的世界」と世界の描像
(11)間主観性と間身体性
(12)自我の問題
(13)時間性と受動的総合
(14)自由の問題：サルトルへの批判
(15)結論：言語、歴史、存在

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業終了時のレポート(100%)

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
M.メルロ＝ポンティ 『行動の構造（上）』（みすず書房）ISBN:978-4-622-98370
M.メルロ＝ポンティ 『行動の構造（下）』（みすず書房）ISBN:978-4-622-08371-9（ 「解説」を参
考にしてもらいたい）
M.メルロ＝ポンティ 『知覚の現象学　1,2』（みすず書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
シラバスは変更することがある。変更の場合は授業内で通知する。
大学院生諸君には、質疑や討論など、積極的な姿勢での参加を望みたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系４

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Readings in the Philosophy of Biology

 [授業の概要・目的]
Why can mathematics ever describe empirical phenomena? Although this question is often made with respect 
to physics (as in Kant's Critique of Pure Reason), the same puzzle arose in the context of evolutionary 
biology when the mathematical theory of evolution was established around the 1930’s in the so-called “
modern synthesis,” and has troubled philosophers of biology ever since. This seminar explores this time-
honored problem through a close reading of the literature.

 [到達目標]
In this class, students will learn 
* the role of mathematics and conceptual difficulties it poses in evolutionary studies; 
* the received paradigm of the 20th century philosophy of biology and its problems; and 
* the relationship between scientific and mathematical theories. 

 [授業計画と内容]
The main reading material is taken from a forthcoming book, the role of mathematics in evolutionary theory, 
as well as other papers on related topics in the philosophy of biology. The planned topics and target papers 
are as follows. All reading materials will be posted on PandA. 

Week 1. Introduction

Week 2-5. Mathematical issues in evolutionary biology 
* Smart, J. J. C. (1959). Can Biology Be an Exact Science? Synthese, 11(4), 359-368. 
* Mayr, E. (1982). The Growth of Biological Thought. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard 
University Press. 
* Smocovitis, V. B. (1996). Unifying Biology. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Week 6-9. The received paradigm of the philosophy of biology and its anomalies 
* Mills, S. K., & Beatty, J. (1979). The propensity interpretation of fitness, Philosophy of Science, 46, 263-
286. 
* Sober, E. (1984). The nature of selection: Evolutionary theory in philosophical focus. University of 
Chicago Press. 
* Beatty, J. (1995). The Evolutionary Contingency Thesis. In G. Wolters & J. G. Lennox (Eds.), Concepts, 
Theories, and Rationality in the Biological Sciences (pp. 45-81). University of Pittsburgh Press. 
* Ariew, A., & Matthen, M. (2002). Two ways of thinking about fitness and natural selection, The Journal of 
Philosophy, 99(2), 55-83. 

Week 10-15. The causal modeling perspective 
* Otsuka, J. (2016). Causal Foundations of Evolutionary Genetics. The British Journal for the Philosophy of 
Science, 67, 247-269. 
* Otsuka, J. (2016). A critical review of the statisticalist debate. Biology & Philosophy, 31(4), 459-482.

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Presentation and participation to in-class discussion

 [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]
Students are required to read assigned texts closely before class and to note down their comments and/or 
questions.  

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



思想文化学系５

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to the theory of measurement 

 [授業の概要・目的]
Any scientific investigation must begin with measuring its objects. Measurement assigns numbers to things, 
but what does it mean and how is it possible? We can surely quantify length and weight, but also stress level 
or happiness in the same sense? If not, why? 
The concept of measurement lies at the center of various philosophical issues such as objectivity, 
representation, and meaningfulness. This seminar reads standard texts on the theory of measurement to 
explore its philosophical implications. 

 [到達目標]
In this class, students will learn the basic concepts and issues concerning measurement as well as applications 
of formal ideas (i.e. symmetry and invariance) to philosophical questions. 

 [授業計画と内容]
We plan to read (excerpts from) the following books/papers. For each week a presenter gives a summary of 
the assigned text and leads the discussion. Evaluation is based on presentation and participation in discussion. 
Every participant is required to actively engage in discussion --- just attending to class does not warrant a 
credit. 

* Narens, L. (2007). Introduction to the Theories of Measurement and Meaningfulness and the Use of 
Symmetry in Science. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 
* Suppes, P. (2002). Representation and Invariance of Scientific Structures. Stanford, CA: CSLI Publication. 
* Krantz, D. H., Suppes, P., Luce, R. D., & Tversky, A. (1971). Foundations of Measurement (Additive and 
Polynomial Representations), vol. 1. Academic Press. 

All reading materials will be posted on PandA. 

<Plan>
Week 1: Introduction
Week 2-15: Selective reading from the above texts

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Presentation and participation to in-class discussion

 [教科書]
授業中に指示する
All reading material will be posted on PandA.

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are required to read assigned texts closely before class and to note down their comments and/or 
questions.

（その他（オフィスアワー等））
For the basic idea of the theory of measurement, refer to 
https://junotkja.wordpress.com/2014/11/20/patrick-suppes-1922-2014と測定理論/ 

Note that it is NOT directly related to measurement theory in mathematics (e.g. theory of Lebesgue measure 
and so on)

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 増田　一夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  ジャック・デリダ――その思想の輪郭を探る

 [授業の概要・目的]
　ジャック・デリダ（1930年-2004年）については、講義録も徐々に刊行され、その思想がようや
く姿を現しつつある。現前の形而上学の脱構築、エクリチュール、差延などで知られ、近年では「
動物論」の文脈で引き合いにだされるこの思想家については、しばしば難解だという評価がおこな
われている。しかし、実のところ、その思想は深淵かつ抽象的な宇宙論などを語ることはなく、「
動物論」も示しているように、きわめて具体的な問題を論じるものである。
　今回の授業では、デリダという思想家がいかにフランス語を駆使し、いかに言語というエレメン
トを絶えず重視しながら思考してきたかを示しつつ、記号、隠喩から、ユダヤ性や友愛を経由し、
死刑制度などへといたる道のりを示唆してみたい。

 [到達目標]
　すでに翻訳があるものも含めて、テクストを原語で読むことでもってデリダの思想に触れ、その
スタイルや輪郭の把握に努める。その作業により、デリダ読解の糸口をつかんでいただくことを期
待している。

 [授業計画と内容]
　担当教員が大枠の解説等をしながら授業を進め、受講者による講読が中心となる授業ではない。
ただし、教員による解説を裏づけるテクストなどを、受講者の能力に応じて、翻訳、解説していた
だくことはある。その際の分担量については、集中講義のため準備期間が短いことを考慮する。

第1回：イントロダクション
　デリダの思想的行程を概観し、授業で扱うテーマやテクストを指示する。また、受講者に翻訳や
解説を求めるテクストについて、担当者を決める。
第2回～第14回：各テーマの読解と解説。以下のテーマを扱う。（予定）
・ボルティモア1966年：「私はいま死んでいる」の思想
・諸言語で哲学すること
・フッサールの厳密さとハイデガーのパトス
・哲学的隠喩と存在者的隠喩
・来たるべきものと事実
・帰属と固有性
・他者の単一言語使用
・周縁からの視点
・ユダヤ性の問題
・死のアポリア
・主権への問い
・死刑制度への視座
第15回：筆記試験

　授業では、受講者の発言を重視する。期間中、授業2回分程度の時間を質疑と意見交換に充てる。

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
　フランス語の知識をある程度もち、できれば中級以上の読解力を有すること。（フランス語のテ
クストを多用するが、そのつど日本語で解説はおこなう。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（出席状況、分担箇所および議論への取り組み方）、および授業終了時の試験によって評
価する（それぞれ５：５）

 [教科書]
　複数の文献を使用するため、基本的に教員が用意する。

 [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]
　解説の文脈をしっかり理解するよう努め、質問、意見を積極的に発してほしい。
　分担箇所がある場合は、しっかり出席し、発表等の責任を果たすこと。
　自分の担当ではないテクストについても、ひととおり事前に目を通すよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に、電子メールで質問をしたり、意見を述べたりすることを強く奨励する。

※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。



思想文化学系７

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

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

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

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

具体的な授業計画は以下の通り。 
①論理学とは何をする学問か
②形式言語
③最小命題論理の⇒-導入規則および除去規則
④最小命題論理の∧、∨-導入規則および除去規則
⑤最小命題論理の問題演習
⑥遠回りのない証明
⑦量化子と最小述語論理
⑧最小述語論理の∀-導入規則及び除去規則
⑨最小述語論理の∃-導入規則及び除去規則
⑩最小述語論理の問題演習
⑪形式的な自然数論
⑫原始再帰的関数と"2+2=4"の証明
⑬再帰関数の数値的表現可能性
⑭総合演習
⑮形式的な論理学と言語の哲学

哲学(演習)(2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う。

 [教科書]
毎回ハンドアウトを配布する。

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

  （関連ＵＲＬ）
http://d.hatena.ne.jp/kyoto_logic/ (授業 Blog)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業資料は毎回、事前（１#12316２日前）にwebsite （下記の授業Blog）にアップします。学生は、
授業前に資料にざっと目を通しておくことが望ましい

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  論理学２

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

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

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

具体的な授業計画は以下の通り。
①論理結合子の意味とは何か、意味の理論1と意味の理論２
②意味の理論２と論理結合子の条件：プライアーの「トンク」、ベルナップの保存拡大性
③プラヴィッツの「反転原理」
④ダメットと証明の正規化可能性
⑤「ホームズ論法」と矛盾律、直観主義論理
⑥直観主義論理の問題演習
⑦排中律と古典論理
⑧古典論理における証明・問題演習
⑨古典論理と真理表
⑩古典論理と完全性定理
⑪完全性定理の証明
⑫総合演習

哲学(演習)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)(2)

⑬（エクストラ課題）ゲーデルの不完全性定理
⑭（エクストラ課題）ゲーデルの不完全性定理の証明
⑮（エクストラ課題）不完全性定理の意義

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

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

 [教科書]
毎回ハンドアウトを配布する。 

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系９

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ハイデガーのニーチェ講義を読む  

 [授業の概要・目的]
　ハイデガーのニーチェ講義。それは、ハイデガーその人の一見秘教的と思しき中期以降の思想を
理解する上でも、ニーチェの後期哲学の高峰を踏査する上でも、避けて通ることのできない文献で
ある。しかのみならず、ハイデガーやニーチェの思想との関連を別にしても、それは哲学の根本問
題を自ら考える上で実に多くを教えられる、滋味掬すべき必読の書である。　 
　この大部の著作の第一巻、第一部を冒頭から繙読し、議論を戦わせていくことで、われわれは、
藝術、永劫回帰、認識、形而上学、真理、存在等をめぐる問題系に関する考察に努めることにしよ
う。そしてそれにより、語学・哲学上の正確な知識、及び論理的思考力に基づく原典の厳密な読解
力を各人が涵養すること、そしてこの読解の過程において浮上してくる重要な問題をめぐる参加者
全員の討議を通して、各人が自らの思索を深化させていくことが、本演習の目的である。 

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

 [授業計画と内容]
原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにする。
以下、各回に扱う予定である原典の範囲を記すが、授業の進度については出席者各位の実力を勘案
して修正することもある。 
1. ガイダンス 
2. Vorwort + Nietzsche als metaphysischer Denker 
3. Das Buch Der Wille zur Macht 
4. Plaene und Vorarbeiten zum Hauptbau 
5. Die Einheit von Wille zur Macht, ewiger Wiederkehr und Umwertung 
6. Der Aufbau des Hauptwerkes. Nietzsches Denkweise als Umkehren 
7. Das Sein des Seienden als Wille in der ueberlieferten Metaphysik + Der Wille als Wille zur Macht 
8. Wille als Affekt, Leidenschaft und Gefuehl 
9. Die idealistische Deutung der Willenslehre Nietzsches 
10. Wille und Macht. Das Wesen der Macht 
11. Die Grund- und die Leitfrage der Philosophie 
12. Die fuenf Saetze ueber die Kunst 
13. Sechs Grundtatsachen aus der Geschichte der Aesthetik 
14. 総括と総合討論

哲学(演習) (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習) (2)

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

 [教科書]
Martin Heidegger 『Nietzsche. Erster Band』（Neske）ISBN:3 7885 0115 4

 [参考書等]
  （参考書）
M. Heidegger 『Nietzsche, Vol. 1 and 2』（Harper One）ISBN:978-0060638412（tr. by D. F. Krell ）
M. ハイデッガー 『ニーチェ　Ⅰ』（創文社）（ハイデッガー全集　6.1巻、圓増治之、S. ミュラー
訳 ）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 戸田　剛文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トマス・リードの『人間の知的能力論』の読解  

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

 [到達目標]
身近なテーマを用いることにより、普段、当然のように考えている概念がいかなるものであるのか
を考察することで、常に深く考える思考力を身につける。 

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

途中で重要な人物や理論などについて、調べてもらって解説してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
訳、質問、議論などの平常点で判断する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに関連することをさらに調べて自分なりの考えを発展させてください。

（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。



思想文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 青山　拓央

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代形而上学入門

 [授業の概要・目的]
　〈現代形而上学〉と呼ばれる分野について、専門的な知識を学ぶとともに、精密な読解能力とデ
ィスカッション能力を身につけることを目的とします。近年出版された『現代形而上学入門』（柏
端達也著、勁草書房）の一部と、同分野の他の文献を精読する予定です（クラス全体での輪読形式）
。ディスカッションへの積極的な参加を期待します。

 [到達目標]
　クラス全体での精読を通じて、専門文献の読解能力を育てるとともに、〈現代形而上学〉の主要
な論点を学びます。

 [授業計画と内容]
　各回の授業において、受講者全員でテキストを精読しながら、内容の考察を進めていきます（そ
の際、出席の確認も行ないます）。さらに適宜、ディスカッションの時間を設けます。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点を基本として成績評価を行ないます。議論への参加と貢献度を、平常点に加えます。

 [教科書]
　テキストは随時、コピーを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業に先立ってテキストを確認し、疑問点をまとめておくことを推奨します。

（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。



思想文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大西　琢朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目   

 [授業の概要・目的]
This course aims to furnish students with basics in logical topics which are required in reading and writing 
papers in philosophy. It will cover elementary set theory, classical propositional and predicate logic, 
propositional and predicate modal logic, the theory of strict conditional, and related philosophical debates. 

現代哲学の論文を読み、書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。初歩的な集合論、古典
命題・述語論理からはじめて、様相命題・述語論理、厳密含意の理論、および関連する哲学的議論
について学ぶ。

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

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

 [授業計画と内容]
1. Introduction 導入
2. Elementary set theory 初歩的な集合論
3. Classical propositional logic 古典命題論理(1)
4. Classical propositional logic 古典命題論理(2)
5. Classical predicate logic 古典述語論理(1)
6. Classical predicate logic 古典述語論理(2)
7. Classical predicate logic 古典述語論理(3)
8. Exercise 演習
9. Normal modal logic 正規様相論理(1)
10.Normal modal logic 正規様相論理(2)
11.Normal modal logic 正規様相論理(3)
12.Non-normal modal logic 非正規様相論理
12.Predicate modal logic 述語様相論理(1)
13.Predicate modal logic 述語様相論理(2) 
14.Strict conditional 厳密含意の理論(1)
15.Strict conditional 厳密含意の理論(2)

 [履修要件]
特になし

哲学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)  (2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
G.Priest 『An Introduction to Non-classical Logic (2nd edition)』（Cambridge University Press）（購入の
必要はありません。）

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

（その他（オフィスアワー等））
同講師による後期の哲学演習の履修もおすすめする。

※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。



思想文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大西　琢朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目   

 [授業の概要・目的]
This course aims to furnish students with basics in logical topics which are required in reading and writing 
papers in philosophy. It will cover conditional logic, intuitionist logic, relevant logic, many-valued logic, 
proof theory, and related philosophical debates. 

現代哲学の論文を読み、書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。条件法の論理、直観主
義論理、関連性論理、多値論理、証明論、および関連する哲学的議論について学ぶ。

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

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

 [授業計画と内容]
1. Introduction 導入
2. Conditional logic 条件法の論理(1)
3. Conditional logic 条件法の論理(2)
4. Conditional logic 条件法の論理(3)
5. Intuitionist logic 直観主義論理 (1)
6. Intuitionist logic 直観主義論理 (2)
7. Intuitionist logic 直観主義論理 (3)
8. Proof theory 証明論 (1)
9. Proof theory 証明論 (2)
10.Exercise 演習
11.Relevant logic 関連性論理(1)
12.Relevant logic 関連性論理(2)
13.Relevant logic 関連性論理(3)
14.Many-valued logic 多値論理(1)
15.Many-valued logic 多値論理(2)

 [履修要件]
特になし

哲学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習)  (2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
G.Priest 『An Introduction to Non-classical Logic』（Cambridge University Press）（購入の必要はあり
ません。）

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

（その他（オフィスアワー等））
同講師による前期の哲学演習を履修していることが望ましい。

※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。



思想文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of Self: East and West II

 [授業の概要・目的]
What is self? This has been among the most important questions for the Western and Eastern philosophies for 
millennia. Philosophical discussions on self can provide the basis for those in psychology, cognitive science, 
sociology and many other disciplines. This seminar will explore contemporary Western discussions on self as 
well as traditional and modern Eastern views on it. As for the contemporary Western discussion, the seminar 
will focus on views on so-called 'weak self' while it will highlight those on self in traditional and 
contemporary Japanese and Chinese philosophies. 

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

 [授業計画と内容]
1 Introduction to philosophy of Self 
2 Contemporary weak self: G. Strawson 
3 Contemporary weak self: D. Parfit 
4 Contemporary weak self: K. Gergen 
5 Contemporary weak self: M. Siderits 
6 Traditional Japanese view on Self: Dogen 
7 Modern Japanese view on Self: T. Kihira 
8 Modern Japanese view on Self: K. Nishida I 
9 Modern Japanese view on Self: K. Nishida II 
10 Modern Japanese view on Self: H. Tanabe 
11 Modern Japanese view on Self: K. Nishitani 
12 Modern Chinese view on Self: X. T. Fei 
13 Summary

 [履修要件]
特になし

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

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
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]
Students are expected to attend each session after having read all materials for discussions. Graduates 
students are also expected to lead discussions in the seminar.

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



思想文化学系１５

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of Self: East and West II

 [授業の概要・目的]
What is self? This has been among the most important questions for the Western and Eastern philosophies for 
millennia. Philosophical discussions on self can provide the basis for those in psychology, cognitive science, 
sociology and many other disciplines. This seminar will explore contemporary Western discussions on self as 
well as traditional and modern Eastern views on it. As for the contemporary Western discussion, the seminar 
will focus on views on so-called 'embodied self' while it will highlight those on self in traditional and 
contemporary Japanese philosophy.

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

 [授業計画と内容]
1 Introduction to philosophy of Self 
2 Contemporary embodied self: Q. Cassam 
3 Contemporary embodied self: J.J. Bermudez
4 Contemporary embodied self: M. Tsakiris
5 Contemporary embodied self: D. Legrand
6 Contemporary embodied Self: A. Henry and E. Tompson
7 Traditional Japanese view on Self: Dogen 
8 Modern Japanese view on Self: K. Nishida I 
9 Modern Japanese view on Self: K. Nishida II 
10 Contemporary Japanese view on Self: K. Tsujimura
11 Contemporary Japanese view on Self: Y. Yuasa
12 Contemporary Japanese view on Self: H. Ichikawa
13 Summary

 [履修要件]
特になし

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

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
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]
Students are expected to attend each class after having read all the materials for discussions. Graduate 
students are also expected to lead discussions in the seminar.

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



思想文化学系１６

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Experiencing Time

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in philosophy of time, metaphysics, and philosophy of mind with an eye 
toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to maximize the 
quality of their study of all areas of philosophy.

Our engagement with time is a ubiquitous feature of our lives. We are aware of time on many scales, from the 
briefest flicker of change to the way our lives unfold over many years. But to what extent does this encounter 
reveal the true nature of temporal reality? To the extent that temporal reality is as it seems, how do we come 
to be aware of it? And to the extent that temporal reality is not as it seems, why does it seem that way? These 
are the central questions addressed by Simon Prosser in Experiencing Time. These questions take on a 
particular importance in philosophy for two reasons.

First, there is a view concerning the metaphysics of time, known as the B-theory of time, according to which 
the apparently dynamic quality of change, the special status of the present, and even the passage of time are 
all illusions. Instead, the world is a four-dimensional space-time block, lacking any of the apparent dynamic 
features of time. If the B-theory is correct, as the book argues, then it must be explained why our experiences 
seem to tell us otherwise.

Second, experiences of temporal features such as changes, rates and durations are of independent interest 
because of certain puzzles that they raise, the solutions to which may shed light on broader issues in the 
philosophy of mind.

 [到達目標]
We shall aim to gain deep and accurate understanding of the contemporary analytic philosophical method by 
studying various connected topics in philosophy of time. We shall strive to cultivate philosophical and 
linguistic abilities to enable us to engage in intellectual discussion of the highest degree of sophistication in 
English.

 [授業計画と内容]
We will read Experiencing Time by Simon Prosser (Oxford University Press, 2016), in which Prosser 
defends the so-called B-theory of time. We will critically examine his expositions of views and arguments in 
philosophy of time. Here is the book's table of contents:

1. Introduction: The Metaphysics of Time
2. Experience and the Passage of Time
3. Attitudes to the Past, Present, and Future
4. Experiencing Rates and Durations
5. Is Experience Temporally Extended?
6. Why does Change Seem Dynamic?
7. Moving Through Time, and the Open Future

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

Below is the TENTATIVE course schedule:

This schedule is subject to change at any time.Any change will be announced in class. 

05/14	Chapter 1	Preliminaries	
05/21	Chapter 1	1.1 - 1.4	
05/28	Chapter 1	1.5	
06/04	Chapter 1	1.6.1	
06/11	Chapter 1	1.6.2	
06/18	Chapter 1	1.6.3	
06/25	Chapter 2	Pages 22 - 27	
07/02	Chapter 2	2.1 - 2.2	
07/09	Chapter 2	2.3	
07/16	Chapter 2	2.4	     Writing Assignment Announced
07/23	Chapter 2	2.5 - 2.6	
07/30	Chapter 2	2.7 - 2.8	
07/31	Chapter 2	2.9	
08/16	Not a Class Day		     Writing Assignment due at 10:30 a.m.

 [履修要件]
Ability to use English in listening, speaking, reading, and writing. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートと平常点で評価する。

 [教科書]
Simon Prosser 『Experiencing Time』（Oxford University Press）ISBN:9780198748946（2016）

 [参考書等]
  （参考書）
Craig Callender (ed.) 『The Oxford Handbook of Philosophy of Time  』（Oxford University Press）（
2011, Chapters 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15.）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Read the text, and be prepared to ask questions and express opinions during class discussion.

Here are useful links:

   James Pryor’s Guidelines on Reading and Writing Philosophy:

          http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html

哲学(演習Ｉ)(3)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(3)

          http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

   Angela Mendelovici’s Sample Philosophy Paper:

          https://prezi.com/z4h1_fwilbxj/a-sample-philosophy-paper/

（その他（オフィスアワー等））
You are encouraged to ask questions inside and outside the classroom, in person or via email. Office hours 
are held by appointment; email me to make an appointment. All discussion in class and other communication 
concerning this course should be conducted in English. Do not be afraid to make a mistake (linguistic or 
philosophical). Keep a positive attitude about participation and speak up! Silence is NOT golden.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１７

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of Statistics 

 [授業の概要・目的]
As a tool for deriving a conclusion from data, statistics plays a privileged role in today’s science and can be 
called the “epistemology of science." This lecture introduces the contemporary statistical thinking/methods 
and explores epistemological as well as philosophical problems in scientific reasoning. 

 [到達目標]
In this class students will learn 

1. basics of the modern statistical thinking such as Bayesian inference and statistical testing, as well as their 
role in scientific reasoning. 
2. philosophical assumptions and implications of these methodologies, especially regarding empiricism and 
realism. 
3. the relationship between the modern statistical methods and issues in philosophical epistemology (e.g. the 
problem of induction, the internalist/externalist epistemology, etc.) 

 [授業計画と内容]
The lecture is structured as follows. At each lecture basic mathematical notions are explained so that no prior 
knowledge of beyond high-school mathematics or statistics is required. However, students are expected to 
review and digest the formal aspects in order to understand following philosophical discussions. 

1. Introduction 
2. Problems of induction 
3. A brief history of probability & statistics 
4. Descriptive statistics and positivism 
5. Inferential statistics and probability models 
6. Bayesian statistics (2 weeks) 
7. Bayes as internalist epistemology 
8. Critics of Bayesianism 
9. Statistical tests (2 weeks) 
10. Critics of frequentism 
11. Error statistics and externalist epistemology 
12. Summary: from philosophy to statistics and back (2 weeks)

 [履修要件]
特になし

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Quizzes and a term paper.

 [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]
There are occasional reading assignments which students are required to read and prepare comments before 
class. 

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



思想文化学系１８

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Induction

 [授業の概要・目的]
The problem of induction has haunted philosophers ever since Hume: how can we justify predicting future 
based solely on past evidence? Based on classical as well as contemporary philosophical literature, this 
seminar explores the nature and puzzles of induction with a special focus on its ontological implication and 
assumption. 

 [到達目標]
In this class, students will learn dimensions of philosophical issues and implications raised by riddles of 
induction.

 [授業計画と内容]
The class is structured as follows. For each topic, students are required to read assigned texts and prepare 
comments or questions in advance. Class begins with a discussion of the reading material, followed by the 
instructor’s lecture. Every participant is required to actively engage in discussion --- just attending to class 
does not warrant a credit. 

Week 1. Introduction 

Week 2-5. Philosophical problems of induction 
* Hume and Kant 
* Grue paradox and rule-following 

Week 6-8. Scientific problems of induction 
* Extrapolation 
* Curve fitting and overfitting 

Week 9-11. Induction and natural kinds 
* Quine and Boyd on natural kinds 
* Nomological machines and Aristotelian essence 

Week 12-15. Induction and invariance 
* Laws and Symmetry 
* Symmetry and natural kinds

 [履修要件]
特になし

哲学(演習Ｉ)   (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)   (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation to discussion and a term paper

 [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
All reading material will be posted on PandA. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are required to carefully read assigned texts and prepare comments before class.

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



思想文化学系１９

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2018・
  後期不定 曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Experiencing Time

 [授業の概要・目的]
Continuing from the first semester, this course will cover core topics in philosophy of time, metaphysics, and 
philosophy of mind with an eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of 
analytic philosophy to maximize the quality of their study of all areas of philosophy.

We shall continue our critical examination of Simon Prosser's discussion in Experiencing Time, started in the 
first semester in 2018. We will discuss nature, appearance, and our awareness of temporal reality. We might 
read articles and book chapters other than Prosser’s book, as necessary.

The course description for the first semester read as follows:

Our engagement with time is a ubiquitous feature of our lives. We are aware of time on many scales, from the 
briefest flicker of change to the way our lives unfold over many years. But to what extent does this encounter 
reveal the true nature of temporal reality? To the extent that temporal reality is as it seems, how do we come 
to be aware of it? And to the extent that temporal reality is not as it seems, why does it seem that way? These 
are the central questions addressed by. These questions take on a particular importance in philosophy for two 
reasons.

First, there is a view concerning the metaphysics of time, known as the B-theory of time, according to which 
the apparently dynamic quality of change, the special status of the present, and even the passage of time are 
all illusions. Instead, the world is a four-dimensional space-time block, lacking any of the apparent dynamic 
features of time. If the B-theory is correct, as the book argues, then it must be explained why our experiences 
seem to tell us otherwise.

Second, experiences of temporal features such as changes, rates and durations are of independent interest 
because of certain puzzles that they raise, the solutions to which may shed light on broader issues in the 
philosophy of mind.

哲学(演習I) (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習I) (2)

 [到達目標]
We shall aim to gain deep and accurate understanding of the contemporary analytic philosophical method by 
studying various connected topics in philosophy of time. We shall strive to cultivate philosophical and 
linguistic abilities to enable us to engage in intellectual discussion of the highest degree of sophistication in 
English.

 [授業計画と内容]
We will continue our critical examination of Experiencing Time by Simon Prosser (Oxford University Press, 
2016). The book’s table of contents reads as follows:

1. Introduction: The Metaphysics of Time
2. Experience and the Passage of Time
3. Attitudes to the Past, Present, and Future
4. Experiencing Rates and Durations
5. Is Experience Temporally Extended?
6. Why does Change Seem Dynamic?
7. Moving Through Time, and the Open Future

Below is a TENTATIVE course schedule:

This schedule is subject to change at any time. Any change will be announced in class.

12/?? Chapter 3 ... 3.1
12/?? Chapter 3 ... 3.2
12/?? Chapter 3 ... 3.3
12/?? Chapter 3 ... 3.4
12/?? Chapter 3 ... 3.5
01/?? Chapter 3 ... 3.6 (up to p. 79)
01/?? Chapter 3 ... 3.6 (the rest)
01/?? Chapter 3 ... 3.7
01/?? Chapter 4 ... 4.1
01/?? Chapter 4 ... 4.2
02/?? Not a Class Day: Writing Assignment due at 12:00 noon

 [履修要件]
Ability to use English in listening, speaking, reading, and writing.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートと平常点で評価する。

 [教科書]
Simon Prosser 『Experiencing Time』（Oxford University Press）ISBN:9780198748946（ 2016）

哲学(演習I) (3)へ続く↓↓↓



哲学(演習I) (3)

 [参考書等]
  （参考書）
Craig Callender (ed.) 『 The Oxford Handbook of Philosophy of Time』（Oxford University Press）（ 
2011, Chapters 1, 4, 5, 9, 12, 13, 15.）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Read the text, and be prepared to ask questions and express opinions during class discussion.

Here are useful links: 

James Pryor’s Guidelines on Reading and Writing Philosophy: 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html 

Angela Mendelovici’s Sample Philosophy Paper: 

https://prezi.com/z4h1_fwilbxj/a-sample-philosophy-paper/ 

（その他（オフィスアワー等））
You are encouraged to ask questions inside and outside the classroom, in person or via email. Office hours 
are held by appointment; email me to make an appointment. All discussion in class and other communication 
concerning this course should be conducted in English. Do not be afraid to make a mistake (linguistic or 
philosophical). Keep a positive attitude about participation and speak up! Silence is NOT golden.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２０

授業科目名
　<英訳>

哲学(語学)
Greek

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語（２時間コース） 

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

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

 [授業計画と内容]
毎回の授業では、教科書を１～２課のペースで進む。新しい文法事項の解説を行ない、教科書の練
習問題を宿題として課す。次回の授業で、出席者には宿題の発表をしてもらったあと、文法事項の
復習を行ないながら、ギリシア語の文章を解説する。教科書を終えた残りの授業（３～４回）は、
参加者の希望と実力を勘案した上で、簡単なテクストの講読を行ないたい。（テクストとコメンタ
リーとはこちらが用意する。） 
ギリシア語の学習には語形変化の体得が不可欠であるが、授業時間が限られるので、授業時間以外
でも積極的に反復練習を行なってもらいたい。習得度合いを確認するため定期的に小テストを行な
う予定である。 

第１回　イントロダクション（履修にあたっての注意点や授業の進め方などについて説明する）・
教科書第１課の解説 
第２回～第２５回　教科書の解説（毎回１～２課のペースで進める） 
第２６回～第２９回　講読（平易なテクストの読解） 
第３０回　テスト

 [履修要件]
特になし

哲学(語学)(2)へ続く↓↓↓



哲学(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を重視する（授業への取組み・宿題の発表・小テストの点数）。受講者の状況次第で年度末
にテストを行なう。また、全授業回数の３分の２以上の出席に満たないものは単位を認めない。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）ISBN:9784000008297

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で解説した課の練習問題を宿題として課す。授業時間以外の最低限の学習として、自分の力で
宿題の和訳を準備することが求められる。さらに、新出単語の語形変化を練習してもらいたい。 
ギリシア語２時間コースは授業時間が限られるので、ギリシア語の要となる語形変化の定着は、自
主的な反復練習に頼らざるをえない。可能なかぎり毎日、語形変化の練習時間を確保してもらいた
い。  

（その他（オフィスアワー等））
出席者には相応の準備が求められる。特に語形変化の反復練習を自主的に行なってもらいたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２１

授業科目名
　<英訳>

哲学(語学)
Latin

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（2時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語は、古代ローマ世界で使用されていた言語である。また、中世から近世にかけては、学術
公用語としても用いられていた。イタリア語やフランス語など、いわゆる「ロマンス語」の源とな
っているのもこの言語である。本授業では、ヨーロッパ文化においてきわめて重要なこのラテン語
の基礎文法を学ぶ。語形変化のシステムや基本語彙など記憶すべきことを逐一確実に記憶し、辞書
などを参考にしながら実際の文章を読んでいくための準備を整えたい。 

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

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課・82節（＋付録分の2節））の内容を小分けにし、一年かけてゆっくり学習を
進めてゆく。ラテン語の習得には多様な語形変化への習熟が不可欠である。あらゆる局面で徹底的
な暗記と練習が求められることを覚悟して履修してもらいたい。 

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

授業では文法事項の説明をなるべく丁寧に行い、教科書にある練習問題は自宅学習用の課題として
用いる。なお、授業で説明した事項への習熟度を確認するため、毎回小テストを実施する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点（30％）・毎回の小テストでの得点（30％）・定期試験での得点（40％）の合算による。

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

哲学(語学)(2)へ続く↓↓↓



哲学(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は特に必要ないが、毎回の小テストと定期試験のために相応の復習が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
第1回の冒頭で簡単なイントロダクション（上記内容の詳細と成績評価について）を行うので、履
修者は必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２２

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Graduate Students Seminar II

 [授業の概要・目的]
At each session, two graduate students will give presentations on their research subjects basically in English. 
Each presentation will be followed by a Q & A session among students, then by tutorial comments from their 
supervisors and finally by face-to-face tutorial meeting of each student with his/her supervisors. The seminar 
is considered essential for master and doctor thesis writing of all graduate students.

 [到達目標]
Students can acquire skills to make clear, well structured, and easy-to-follow presentations on philosophical 
topics, to raise incisive and productive questions even for the topics that are not familiar to them, and to give 
honest, definite and appropriate answers to those questions. They can also be given valuable advices from 
their fellow students and supervisors for their master and doctor theses.

 [授業計画と内容]
1 Guidance for philosophical presentations and discussions
2 to 13 Presentation by students

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Presentation 70%. Active participation to discussions 30%.
Students are required to upload their papers and presentation materials to a shared on-file file box until a 
week before their presentations. Any delay in their uploading reduces their remarks.

 [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]
Each presenter is required to upload their presentation material and/or paper and important references 
(chapters of books, journal papers and so on) to a drop box for the seminar until a week before his/her 

哲学(演習I) (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習I) (2)

presentation. The paper should accord with an official format of published paper including proper references 
to citations.
All students are required to prepare power-point materials written in English.
All doctor students are also required to prepare their presentations in English.

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



思想文化学系２３

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Graduate Students Seminar II

 [授業の概要・目的]
At each session, two graduate students will give presentations on their research subjects basically in English. 
Each presentation will be followed by a session of Q & A among students, then by tutorial comments from 
his/her supervisors and finally by face-to-face tutorial meeting of him/her with his/her supervisors. The 
seminar is considered essential for master and doctor thesis writing of all graduate students.

 [到達目標]
Students can acquire skills to make clear, well structured, and easy-to-follow presentations on philosophical 
topics, to raise incisive and productive questions even for the topics that are not familiar to them, and to give 
honest, definite and appropriate answers to those questions. They can also be given valuable advices from 
their fellow students and supervisors for their master and doctor theses.

 [授業計画と内容]
1 to 13 Presentation by students

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Presentation 70%. Active Participation to discussions 30%.
Students are required to upload their papers and presentation materials to a shared on-file file box until a 
week before their presentations. Any delay in their uploading reduces their remarks.

 [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]
Each presenter is required to upload their presentation material and/or paper and important references 
(chapters of books, journal papers and so on) to a drop box for the seminar a week before his/her presentation.
 The paper should accord with an official format of published paper including proper references to citations.
All students are required to prepare power-point materials written in English. 
All doctor students are also required to prepare their presentations in English. 

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



思想文化学系２４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新アリストテレス主義

 [授業の概要・目的]
昨年度の特殊講義での（分析）形而上学と倫理学・政治学における「ネオ・アリストテリアニズム」
の動向の全般的確認につづいて、自然と人間についてのアリストテレスおよび現代のアリストテレ
ス主義の見解をより深く追求する。とりわけ生物および人間のあり方についてのアリストテレス的
な論理のあり方を、デビッド・ウィギンズ、ジョナサン・ロウ、フィリッパ・フット、マイケル・
トムソンなどの議論も参照しつつ具体的に考察する。  

 [到達目標]
アリストテレスとネオ・アリストテリアンたちの提示する知見を学び考えることを通じて、日常言
語とそれが伴う世界観の性格を分析し、そこから提起される問題を歴史的および理論的に考える力
を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進行や聴講者の理解などに対応して順
序や同一テーマの回数を変えることがある。
第１回　新アリストテレス主義の全般的動向
第２回　新アリストテレス主義の基本的視点
第３回　現代形而上学における新アリストテレス主義
第４回　カテゴリーの理論
第５回　カテゴリーとオントロジー
第６回　種と形相(1) 生物学
第７回　種と形相(2) 形而上学
第８回　ソータル
第９回　個体とソータル
第10回　本質と様相
第11回　能力と傾向性
第12回　生の形式
第13回　出来事と行為
第14回　行為の論理
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（詳細については授業で説明する）。

 [教科書]
使用しない

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
中畑正志他（訳） 『アリストテレス　カテゴリー論、命題論（新アリストテレス全集第一巻）』（
岩波書店）ISBN:9784000927710

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 田中　一孝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  古代ギリシアにおける模倣の概念と芸術的思想

 [授業の概要・目的]
　「模倣（ミーメーシス）」は、芸術思想史において最重要の概念の一つなっているが、古代ギリ
シアにおいては日常的に使われていた言葉であり、哲学的な重要性を帯びるにはいくつかの特殊な
過程を経る必要があった。本講義では模倣概念に焦点を当て、この概念が古代ギリシアの芸術的思
想や、哲学者像、宇宙観などにおいてどのような役割を果たすようになったのかを考察していく。
　また、講義の終盤では古代ギリシアの芸術的思想と現代美学の議論を比較して議論する。その際、
受講生にはディスカッションを行ってもらい、自らの考えについて積極的な発言を求める。

 [到達目標]
1. 古代ギリシアの芸術的思想について基本的な理解ができる
2. 先行研究に対して公平な態度を取ることができる
3. 先行研究の手薄なところや限界を指摘することができる
4. 異なった時代・文化の思考を相互比較し、その前提を明らかにすることができる

 [授業計画と内容]
以下のように予定を立てているが、受講者の理解度に応じて進度や内容を変更する可能性がある。 

【イントロダクション】
第1回　イントロダクション：「哲学と詩の争い？」

【模倣概念と芸術的思想】
第2回　プラトン以前の模倣概念
第3回　プラトンの模倣概念
第4回　プラトン『国家』における哲学者によるイデアの模倣
第5回　コスモロジーと模倣概念
第6回　アリストテレスの模倣概念
第7回　歴史分野における模倣概念
第8回　像と現れ
第9回　詩劇における観衆の心理学
第10回　プラトンの詩人追放論(1)：詩と絵画のアナロジー
第11回　プラトンの詩人追放論(2)：詩への「最大の告発」

【古代ギリシア哲学と現代美学】
第12回　芸術の価値：自律主義と倫理主義
第13回　音楽と感情：音楽は何をどのように伝えるのか
第14回　フィクションと感情：Radfordのパラドクス

【総括】
第15回　総括・古代ギリシア哲学研究のメソドロジー

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
西洋古代哲学を専門としない他分野の学生を歓迎する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価40%（出席状況、リアクションペーパー）
レポート60%

 [教科書]
適宜必要な資料は配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
プラトン（藤澤令夫訳） 『国家』（岩波書店）
アリストテレス（朴一功訳） 『詩学（新版アリストテレス全集18 所収）』（岩波書店）
Murray, P. 『Plato on Poetry』（Cambridge University Press）
Halliwell, S. 『The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems』（Princeton University 
Press）
ケンダル・ウォルトン（田村均訳） 『フィクションとは何か―ごっこ遊びと芸術―』（名古屋大学
出版会）

 [授業外学習（予習・復習）等]
日本語訳でよいので、プラトン『国家』とアリストテレス『詩学』は一読しておくと、授業での理
解が深まり、楽しめる。
4回生以上の受講者には自分の研究について簡単に説明してもらうので、そのつもりでいてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
授業時間外に質問がある場合は、電子メールでやり取りする。

※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。



思想文化学系２６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目   アリストテレス『形而上学』Ｋ巻を読む

 [授業の概要・目的]
アリストテレス『形而上学』K巻は、偽書との疑いも含めて、多くの問題を抱えた巻である。前半
部は『形而上学』B, Γ, Eの要約、後半は『自然学』2, 3, 5巻の要約にみえる。しかしこのようなテ
キストを適切に扱うことができれば、アリストテレスのテキストを読む絶好の訓練であり、またア
リストテレスの哲学に対する見通しを得ることができるだろう。

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

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　授業の進め方を説明し、担当者の分担を決める。
第２回～第２９回　担当者の訳と報告にもとづいて、詳細な検討をおこなう。各授業で読む範囲は、
担当者と担当箇所によって大きく異なるが、担当者は3-4回連続して報告する。
　なお、このテキストの読解には背景的な知識が必要となるので、教員から適宜必要な資料と説明
を提供する。
第３０回　これまでの検討を集約し、アリストテレスの形而上学について、理解を深める。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系２７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代哲学の諸問題

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

 [到達目標]
従来の解釈を踏まえた上で哲学的に重要な問題を明晰に考察する能力と、明晰に討論する力を養う。

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『ゴルギアス』を読む (1)

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアを代表する哲学者プラトン(424/3-348/7 BC)の対話篇『ゴルギアス』の原典を精読しま
す。プラトンが比較的若い時期に書いたと推定されるこの対話篇では、対話篇のタイトルになって
いる古代の大弁論家ゴルギアス(c.485-c.380BC)、その弟子ポロス、先鋭的な論客カリクレスに対し
て議論で挑みます。議論全体を通して「弁論術とは何か」と「人はどのように幸福に生きるべきか」
という問題が追究され、とくに法・慣習にもとづく正義を棄却し、自然の正義を称揚するというカ
リクレスの立場は、近代に至ってニーチェの超人思想に大きな影響を与えました。本授業では、比
較的平易なギリシア語で書かれたこの対話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正確に理解するこ
とを目指します。

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

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

第２回#12316第１３回　プラトン『ゴルギアス』購読
　『ゴルギアス』を最初から精読します。１回につきOCT〔教科書〕で３ページほど進みます。各
参加者は、指名された箇所（通常15行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行い
ますが、初めて参加される方は各回の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員で
議論の構造を確認して内容的な理解を深めます。

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

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得しているか、少なくとも学習中であること。

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
Thompson, W. H. 『The Gorgias of Plato』（London, 1871）
Dodds, E. R. 『Plato: Gorgias』（Oxford, 1959）
Irwin, T. 『Plato: Gorgias 』（Oxford, 1979）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系２９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『ゴルギアス』を読む (2)

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアを代表する哲学者プラトン(424/3-348/7 BC)の対話篇『ゴルギアス』の原典を精読しま
す。プラトンが比較的若い時期に書いたと推定されるこの対話篇では、対話篇のタイトルになって
いる古代の大弁論家ゴルギアス(c.485-c.380BC)、その弟子ポロス、先鋭的な論客カリクレスに対し
て議論で挑みます。議論全体を通して「弁論術とは何か」と「人はどのように幸福に生きるべきか」
という問題が追究され、とくに法・慣習にもとづく正義を棄却し、自然の正義を称揚するというカ
リクレスの立場は、近代に至ってニーチェの超人思想に大きな影響を与えました。本授業では、比
較的平易なギリシア語で書かれたこの対話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正確に理解するこ
とを目指します。

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

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

第２回#12316第１３回　プラトン『ゴルギアス』購読
　『ゴルギアス』を続きから精読します。１回につきOCT〔教科書〕で３ページほど進みます。各
参加者は、指名された箇所（通常15行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行い
ますが、初めて参加される方は各回の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員で
議論の構造を確認して内容的な理解を深めます。

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

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を習得しているか、少なくとも学習中であること。

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
Thompson, W. H. 『The Gorgias of Plato』（London, 1871）
Dodds, E. R. 『Plato: Gorgias』（Oxford, 1959）
Irwin, T. 『Plato: Gorgias』（Oxford, 1979）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  全回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「自己同一」をめぐる諸考察   

 [授業の概要・目的]
哲学と宗教の双方において、「自己が自己である」という一見当たり前のことが、理論的にも実践
的にも容易ならざることとして繰り返し問われてきた。この意味での「己事究明」は、自己や主体
という言葉が重みを失っているように見える現代においても、宗教哲学の第一の課題でありつづけ
ている。 
本講義では、そうした課題に立ち向かうために了解し咀嚼しておくべき重要な思想の数々を、近現
代の哲学史から選んで紹介し、各人が「自己同一」という問題を掘り下げていくための手掛かりを
提供することを目指す。 

  

  
 

 [到達目標]
１．「自己同一」という問いをめぐる哲学史上の主要な取り組みを理解し、この問題を自ら思索し
ていく上での基礎となる見識を身につける。 

２．１を通して、個々の思想家についての哲学史的研究と哲学的・宗教哲学的な思索を連関づける
仕方を学び、それを自らの学習や研究に役立てられるようになる。 

 [授業計画と内容]
基本的には以下のテーマについて授業を進める（若干の変更の可能性あり）。 

1. 「自己が自己であるということ」：問いの在処とその宗教哲学的意味 
2．「考える我」と自己同一（デカルト）(1) 
3. 「考える我」と自己同一（デカルト）(2) 
4．「憎むべき我」と「考える葦」（パスカル） 
5．「内奥感の原初的事実」としての自己同一（メーヌ・ド・ビラン） 
6.　「超越論的統覚」としての自己同一（カント）(1) 
7. 「超越論的統覚」としての自己同一（カント）(2) 
8． 「持続する我」の自己同一（ベルクソン） 
9. 「現存在」の本来的自己性（ハイデガー）(1) 
10.「現存在」の本来的自己性（ハイデガー）(2) 
11. 場所的自覚の「述語的自己同一」（西田）(1） 
12． 場所的自覚の「述語的自己同一」（西田）(2） 

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)(2)

13. 他者への無限責任の自己（レヴィナス） 
14.　物語的自己同一性（リクール） 
15. 総括 

＊最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者への
フィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回の授業の際に文献表を配布するので、自らの興味に応じていくつかのテクストを選んで精読し、
自らの問いを携えて授業に参加できるように準備してほしい。また、各回の授業の後は、その回に
扱った文献に目を通し、自分の思考を触発した部分を中心に、理解した事柄を自分の言葉でまとめ
直すようにしてほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
本講義は、同じ教員が担当する後期の特殊講義に比べると、とくに学部生や修士課程学生の便宜を
考えて、基本的な事柄の解説や情報提供に重心をおいている。そうすることで、この授業の受講が
後期の特殊講義受講に向けての準備にもなるように配慮している。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中井正一の哲学に見る芸術と技術の競演

 [授業の概要・目的]
  京都学派の哲学者、西田幾多郎、三木清、戸坂潤らによる技術の哲学の研究は、日本の研究者の
間では比較的よく知られている。しかし「技術哲学」という分野の自体研究、まだ十分に展開され
たものとはなっていないようだ。上記三人の名は、技術哲学を構築した代表的な哲学者として認識
されているだろうが、本講義では、中井正一(1900-1952)という哲学者に焦点を当てる。中井は美学
・芸術を専門とする哲学者であったが、技術論は、彼の思索の中に1つのテーマとして現れている
と言えよう。中井の技術が、美と芸術との関連からどのように形成されたものであるのかを明らか
にするのが、本講義の目的である。戦前から戦後にかけて彼が注目した、「集団」「大衆」「機械
化」のような文明の一見ネガティヴな側面を、中井はポジティヴに理解し直し、自らの技術論、美
学・芸術論に取り込んだ。これによって映画理論を生み出し、また「委員会の論理」と命名された
「論理」を構築した。このよう特徴を理解するために、講義ではさらに西田、三木、戸坂、三枝博
音の技術哲学と比較検討する。

 [到達目標]
　中井正一の美学・芸術論との関連から、彼の技術論の特徴を理解する。その際、特に主要論文の
「委員会の論理」(『美と集団の論理』所収)の読解と解釈を徹底して行い、これを中心に『現代芸
術の空間』、『文化と集団の論理』などで論じられた彼の映画論と技術の連関や彼の実際の社会活
動の意味をも探ってゆく。
　また、日本哲学の分野ではまだ十分に展開されていない「技術哲学」について、主な哲学者(西
田幾多郎・三木清・戸坂潤・三枝博音)の研究の特徴を、その背景にあるマルクス主義や唯物主義
哲学の唱えた技術論の影響に注意しながら理解する。

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

①ガイダンス―趣旨説明(技術とは何か、技術哲学とは何か)【１回】
②中井正一の哲学の概要【２回】
③「委員会の論理」を中心とする中井のテキストの読解・解釈：技術と芸術の競演について【５回
】
④京都学派の技術哲学(西田幾多郎の行為的直観・三木清の構想力の論理/技術哲学・戸坂潤の技術
哲学【４回】
⑤三枝博音の技術哲学【３回】
⑥まとめ(芸術から見る技術の意味)【１回】
⑦フィードバック

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(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50%と後期末のレポート試験50%による。

 [教科書]
使用しない
毎回の授業で、講義の資料(要旨・参考文献)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]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

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



思想文化学系３２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺哲学研究

 [授業の概要・目的]
田辺元の哲学的思索は、その異様なまでの凝縮度と彼固有の論理への偏愛によって異彩を放ってい
る。田辺は西洋哲学の最前線の動向、諸学問の最新の成果を飽くことなく摂取し、歴史的現実にも
そのつど敏感に反応しつつ、それら全てに自前の思索によって緊密な総合を与えるべく、生涯血の
滲むような努力を続けた。彼の濃密にすぎる文章はそのようにして生み出されたものである。この
凝縮体を丁寧に解きほぐし、そこに封じ込められたさまざまな展開可能性を切り出すことによって、
今日のわれわれがリアルな接触をもちうるような形で語り直すこと。それが本講義の狙いとすると
ころである。本年度は、『懺悔道としての哲学』(1946)以降、特異な形の「宗教哲学」に踏み込ん
だ田辺の思索の10年ほどに渡る展開を追跡し、この時期の鍵語である「実存協同」の哲学的多産性
を、宗教、哲学、政治、芸術等、諸分野の交錯の中で解明していきたい。 

  
 
  

 [到達目標]
１．田辺哲学の生成と展開を詳細にたどることによって、難解な田辺のテクストを正確に理解し、
その思想の特質を把握できるようになる。 
２．一人の哲学者の思索の展開を、同時代的な思想連関の中で浮かび上がらせていくための方法論
と視座を身につける。 
３．日本哲学と宗教哲学についての研究を、他のさまざまなアプローチと拙速に切り離さず、問題
連関や時代連関を意識しつつ多様な絡み合いの中で遂行していくことの意義と必要性を理解する。 

 [授業計画と内容]
各回の授業内容は以下の通りである（細部は変更の可能性あり）。 

1.本講義のアプローチの特色と狙い 
2.田辺哲学の通時的展開の概観 
3.「懺悔道」としての宗教哲学 (1):「他力哲学」という複合体 
4.「懺悔道」としての宗教哲学 (2): 田辺の親鸞解釈 
5.「懺悔道」としての宗教哲学 (3): 「共同」から「協同」へ 
6.「種の論理」の行方 (1):「無即愛」の社会存在論的射程 
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7.「種の論理」の行方 (2): 「国家の根原悪」と戦後田辺の政治哲学 
8.「実存協同」概念の成立と展開(1): 影響史的考察 
9.「実存協同」概念の成立と展開(2): 概念構制の分析 
10「実存協同」概念の成立と展開(3): その哲学的可能性 
11「実存協同」と『キリスト教の弁証』(1): 田辺哲学とキリスト教 
12「実存協同」と『キリスト教の弁証』(2): 懺悔道と「第二次宗教改革」 
13『ヴァレリーの芸術哲学』読解(1): 文学制作と種の論理の更新 
14『ヴァレリーの芸術哲学』読解(2): 言葉、象徴、偶然 
15 総括 

なお、最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者
へのフィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回の授業で、今学期に扱う田辺の主要テクストと参考文献を指示するので、少なくとも主要テク
ストには一通り目を通し、自分なりの問いを携えて授業に臨んでほしい。各回の授業の後は、その
際に扱った内容を自分の言葉でまとめ直し、必要に応じて参考文献にも目を通しつつ、自分の思索
との接点を組織的に探っていってほしい。 
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（その他（オフィスアワー等））
本講義は田辺哲学研究という体裁をとるが、必ずしも田辺哲学のみを扱うわけではない。むしろ、
田辺の思索が同時代の国内外の諸思想に触発され、それらを驚くべき密度で消化吸収しながら展開
していく様子を浮かび上がらせることによって、田辺哲学のみならず、田辺が吸収していった同時
代の諸思想の方の哲学的潜勢力をも、新たな視点から掘り起こしていくことを目指している。その
意味で、京都学派の哲学に関心をもつ人だけでなく、同時期の西洋哲学や諸学問の動向に関心をも
つ人にも受講してもらえればと考えている。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 浄土真宗本願寺派願泉寺 住職 小野　真龍

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
日本宗教儀礼おける「聖なるもの」の諸相～プレ・モダンの「法会」・「祭礼」からの
アプローチ

 [授業の概要・目的]
日本の「近代（モダン）」は明治政府による神仏分離・国家神道政策によって始まった。その際、
多くの日本の宗教儀礼（法会・祭礼）の多くが、その「かた」の変容を余儀なくされ、伝統性を失
った。しかし、国家神道制度が廃されて70年を経て、今もなお日本宗教の地下水脈となっている古
来の日本宗教の重層性・多様性を再認識しようという動きが出てきている。
　本講義では、「近代」によって日本の宗教儀礼に起こった改廃を確認したうえで、明治以前の日
本的な「聖なるもの」の在り方を把握するために不可欠な宗教儀礼を、できる限り「近代」による
歪みから逃れて再構成して提示したい。具体的には、変容を余儀なくされた法会や祭礼の元来の「
かた」を復元・再構成し、それらの「「かた」の指法性」（西谷啓治）から、「かた」が指示する
ところの、プレ・モダンにおける、日本のフォルクス・レリギオンの「聖なるもの」の諸相を読み
解く。その際、儀礼そのものに加えて、法会や祭礼に付随する多くの宗教音楽・芸能も大きな手掛
かりになるであろう。
そのうえで、日本的な「聖なるもの」の変容の過程に迫り、現代における日本宗教の地下水脈を考
察する。日本が西洋哲学の受容を行なったのは、日本の宗教地図の大きな変更の後だった。日本の
哲学は、何を失った後に形成されたのか、また、プレ・モダンの宗教的コスモロジー回復の傾向に
今後どのように関わっていくべきかを探る。

なお授業では法会や祭礼そのもの、またそれらに付随する芸能についての映像を多く紹介し、視覚
的にも「聖なるもの」の顕現の在り方を確認してもらいたいと考えている。

 [到達目標]
・神仏分離・国家神道政策を経た後の、日本の宗教的コスモロジーが攪拌・変容された状況を正確
に確認し、日本の哲学が形成されてきた背景となる日本の宗教地図を理解する。
・国家政策によって、変容を余儀なくされた元来の日本宗教儀礼の諸相について理解を深め、その
儀礼の「かた」を通じて、プレ・モダンの「聖なるもの」の諸相を理解する。
・近年の日本宗教の重層性・多様性を再評価する潮流がなぜ起こってきたのかを確認し、今後の日
本の哲学がどうかかわっていくかを検討する。

 [授業計画と内容]
基本的には以下のプランに従って講義を進める。 

第１回～第３回　１．西洋儀礼論の俯瞰（典礼学、ファン・ジェネップ、ターナー、エリアーデ） 
第４回～第７回　２．神仏分離の衝撃（神仏分離の過程、国家神道政策とその終焉、明治以後の雅
楽伝承制度に見る日本の宗教コスモロジーの変容） 
第８回～第１１回　３．プレ・モダンの宗教儀礼（法会・祭礼）の諸相 
・皇室儀礼の深層（大嘗祭、宮中御神楽儀） 
・仏教法会の原型（四天王寺聖霊会、東大寺大仏開眼供養会） 
・芸能と神道祭礼（春日若宮御祭り） 
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・浄土教講式（順次往生講式） 
・呪的・重層的儀礼（祭礼）（東大寺お水取り、祇園社祇園祭、春日権現講式） 
第１２回～第１４回　４．日本宗教の重層性・多様性の再評価と日本宗教儀礼論（立川武蔵、薗田
稔、鎌田東二） 
第１５回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
議論も活発にかわしたいので、平常点評価が6割とする。 

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

基本的には講義をお聴きいただき、質疑応答で議論をするというスタイルになる。 
受講人数にもよるが、可能ならば、受講学生による基本テーマのプレゼンの部分も設けたいと考え
ている。

 [教科書]
教科書は特に指定しない。
参照すべき文献は、授業内でそのつど指摘していく。
毎回、授業内容のレジュメを配布することを予定している。

 [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、レジュメを配布する予定であるので、レジュメ記載の基本概念などで不明確な点があれば、
毎回、各自で調べ直して、次の授業において質問する、ということを繰り返すことが肝要である。

授業では法要や祭礼の映像などもお見せする予定であるので、関連する動画などを、サイトで検索
して確認することなども必要かと考える。

（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。



思想文化学系３４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 水野　友晴

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西田幾多郎と鈴木大拙における「東洋」の意義の研究

 [授業の概要・目的]
　西田幾多郎と鈴木大拙は、ともに「世界文化の形成」を目的に置いた上で、「東洋」に注目した。
すなわち彼らにとって「東洋」は、「世界文化」という新しい光に照らされることで新たにその意
義が見いだされるべきものであった。
　本特殊講義では、西田と大拙が「世界文化」という言葉のもとでどのようなことを考え、また、
そこから見て「東洋」にどのような意義が置かれるべきと見ていたのかについて研究してゆく。こ
のことは必然的に「西洋」や「現代」についての両者の見解を探ることにもつながり、また、「実
在」、「知」、「自由」といった諸概念について彼らが採る基本的方向性を探ることにもつながる。
さらに、「東洋」についての両者の思索を比較することで、われわれは両者の思想間に存する微妙
な差異についても知ることになる。
　このように西田幾多郎と鈴木大拙の思想中には、両者を同時に取り上げることを通じてよりよく
見えてくるものがある。本特殊講義ではそれを提示することを目的としたい。　

 [到達目標]
　西田幾多郎と鈴木大拙が「東洋」にどのような視座からアプローチしたかについて吟味すること
で、彼らの思想が有する基本的性格についての理解を深め、日本哲学・日本思想を各人が研究する
際に応用できる基礎的教養が身に付けられる。

 [授業計画と内容]
　以下の各項目について講述する。通常授業初回時には「ガイダンス」の機会を、また、通常授業
15回時には「フィードバック」の機会を設けることとする。
　第1回　ガイダンス
　第2回　西田哲学における「実在」の基本的な捉え方：純粋経験
　第3回　西田哲学における「実在」の基本的な捉え方：自発自展
　第4回　西田哲学における「実在」の基本的な捉え方：現象と本体
　第5回　西田幾多郎が「東洋」ということで見ようとしたもの：形なきもの
　第6回　西田幾多郎が「東洋」ということで見ようとしたもの：情的文化
　第7回　西田幾多郎が「東洋」ということで見ようとしたもの：世界的自覚
　第8回　鈴木大拙が「東洋」ということで見ようとしたもの：霊性的自覚
　第9回　鈴木大拙が「東洋」ということで見ようとしたもの：「西洋」と二元性
　第10回　鈴木大拙が「東洋」ということで見ようとしたもの：無、知、一元性
　第11回　鈴木大拙が「自由」「自然」といった用語から表現しようとしたもの：機心をめぐる議
論
　第12回　鈴木大拙が「自由」「自然」といった用語から表現しようとしたもの：「詩」
　第13回　鈴木大拙が「自由」「自然」といった用語から表現しようとしたもの：創造性への復帰
　第14回　西田幾多郎と鈴木大拙の思想の共通性と差異性について：世界文化をテーマに
　第15回　まとめとフィードバック
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 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点とレポート。
　日常の授業への関わり方（授業への熱心な取組み、問題意識を感じさせる発言等）30%、レポー
ト70%。

 [教科書]
使用しない
　

 [参考書等]
  （参考書）
藤田正勝 『西田幾多郎の思索世界　――純粋経験から世界認識へ』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業内容について討議する時間を各回に設けるので、そのための準備や振り返りを各自で行い、
討議の時間に持ち寄ることに務めて欲しい。

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



思想文化学系３５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（９）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度前期は、昨年に引き続き、無教会キリスト教の創始者である内
村鑑三のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・内村鑑三のキリスト教思想について、内村の日本論を通して、具体的な理解を深めることができ
る。
・キリスト教思想における日本論について考える手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　　二回目以降は、内村鑑三『世界の中の日本』（内村鑑三著作集第４巻、岩波書店）に収録の諸
論考を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
内村鑑三 『世界の中の日本』（岩波書店）ISBN:4-00-091584-3
テキストは、使用部分について、コピーを用意する。
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 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──賀川・徐・栗林──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
さまざまな近現代のキリスト教思想の担い手たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト
教思想の重要な局面の解明がめざされている。今年度後期の演習では、近代日本を代表するキリス
ト教思想家・実践家である賀川豊彦のテキストを、栗林輝夫の賀川論を参照しつつ、さらに韓国の
神学者徐南同の思想との対論において読み進めてみたい。

 [到達目標]
・東アジアのキリスト教思想の動向とその現代的意義について、具体的な問題状況に即した説明が
できるようになる。
・韓国神学として世界的に知られる民衆神学について、その代表的な思想家のテキストを通して、
深く理解することができるようになる。
・賀川豊彦のキリスト教思想についての理解を深めるとともに、その意義を東アジアの文脈におい
て考察するための手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、賀川豊彦、栗林輝夫、徐南同のテキストに所収の諸論考を、担当者の解説を通して、
順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
賀川豊彦 『賀川豊彦全集４』（キリスト新聞社）ISBN:0316-400277-6100
徐南同 『民衆神学の探究』（新教出版社）ISBN:4-400-31527-4
栗林輝夫 『日本で神学する』（新教出版社）ISBN:978-4-400-31067-9
演習で扱う諸論考については、コピーを準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

日本哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３７

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水谷　雅彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  規範倫理学の再構築に向けて  

 [授業の概要・目的]
規範倫理学は、アンスコム以来、義務論と帰結主義に大別され、最近ではこれに徳倫理学を加えた
３つに分類されることが教科書的には多い。しかし、この分類は妥当かつ有効であろうか。本講義
では、各種文献を精読することを通して、規範倫理学の新しい可能性を探る。 

 [到達目標]
現代の規範倫理学のおおまかな見取り図を復習することを通じて、規範倫理学に関する自らの批判
的観点を形成することを目的とする・ 

 [授業計画と内容]
第一回　イントロダクション 
第二回～第三回　規範倫理学の見取り図 
第四回～第八回　徳倫理学主要文献解題 
第九回～第十一回　義務論主要文献解題 
第十二回～第十四回　帰結主義主要文献解題 
第十五回　前期まとめ 
第十六回～第十八回　ケア倫理学主要文献解題 
第十九回～二十一回　討議倫理学主要文献解題 
第二十二回～第二十四回　会話と社交の倫理学主要文献解題 
第二十五回＝第二十七回　規範倫理学の将来的展望 
第二十八回～第三十回　まとめと討論 

以上はあくまで予定であり、詳細な授業計画などは初回講義で述べる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末レポート。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３８

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  規範倫理学1  

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は現代倫理学の基礎的な知識を提示することにある。特に本年は、E・O・ウィルソ
ンの社会生物学を筆頭に、20世紀後半に進化論の研究者らによって主張された(あるいはそのよう
に社会的に理解された)倫理的主張に関して、主要な倫理理論である功利主義を中心に思想史的に
考察することにより、科学と倫理学の関係について考える。

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

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

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

2、現代の進化論の倫理学への含意1【5週】 
進化論によって倫理学がおきかわるとするE.O.ウィルソンの社会生物学の主張と、それに対するシ
ンガーのExpanding Circleにおける回答の検討

3、現代の進化論の倫理学への含意2【4週】 
人間は利己的か利他的か(ドーキンス利己的な遺伝子、行動生物学(Frans de Waal)など)という論点に
関する検討

4、現代の進化論の倫理学への含意2【4週】 
道徳は生まれか育ちか(スティーブン・ピンカー) という論点に関する検討

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系３９

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  規範倫理学2   

 [授業の概要・目的]
規範倫理学1で学んだ知識を基礎に、さらに規範理論の批判的検討を行なう。特に本年は、E・O・
ウィルソンの社会生物学を筆頭に、20世紀後半に進化論の研究者らによって主張された(あるいは
そのように社会的に理解された)倫理的主張に関して、主要な倫理理論である功利主義を中心に思
想史的に考察することにより、科学と倫理学の関係について考える。 

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

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

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

2、現代の進化論と倫理学1 【5週】
進化論は規範理論としての功利主義にとって有利なのかについて考えるために、シンガーやジョシ
ュア・グリーンその他の現代の思想家の議論を検討する。

3、現代の進化論と倫理学2  【4週】
進化論は我々の倫理に対する信念を損なうのではないかというメタ倫理学的な問題について検討す
る。

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

※フィードバック方法は授業中に説明します。

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
前期の規範倫理学Iを受講していることが望ましい。

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系４０

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 佐藤　岳詩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  メタ倫理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
　本授業の目的は、メタ倫理学の様々な考え方を丁寧に紐解くことで、現代のメタ倫理学ではいっ
たい何が問題とされているのかをできる限り正確に理解することである。本授業では、メタ倫理学
の議論を以下のように区別して扱う予定である。

（1）メタ倫理学における実在論と非実在論を巡る論争
（2）メタ倫理学における認知主義と非認知主義を巡る論争
（3）メタ倫理学における倫理とは何かを巡る論争

　なお、以上の順番でメタ倫理学の考え方を検討していく際に、主に以下の問いを念頭に置いて考
察を深めていく予定である。

(1) 道徳的性質は実在するか、実在するとすればどのような形で実在するのか
(2) 道徳的判断とは何か、事実判断と違うとすればどのよう点で違うのか
(3) 倫理とは何か、特に倫理以外のものとどんな点で区別されるのか
(4) メタ倫理学と規範倫理学はどのようにかかわるのか。

 [到達目標]
(1) メタ倫理学の方法について理解する。
(2) メタ倫理学上の存在論の議論について理解を深める。
(3) メタ倫理学上の認知主義と非認知主義の関係について説明ができるようになる。
(4) 「倫理」の様々な理解について包括的に捉えることができるようになる。
(5) メタ倫理学と規範倫理学の関係について理解する。
(6) 価値や規範、理由などのメタ倫理学上の概念について説明ができるようになる。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進み具合、参加者の関心、扱う問題
の難易度に対応して順序等変えることがある。

第1回　イントロダクション：メタ倫理学とは何か
第2～5回　メタ倫理学における実在論と非実在論を巡る論争
第6～9回　メタ倫理学における認知主義と非認知主義を巡る論争
第10～14回　メタ倫理学における倫理とは何かを巡る論争
第15回　まとめ：メタ倫理学の役割

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内での発言（10点）、レポート課題（90点）により評価する。
レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
佐藤岳詩 『メタ倫理学入門』（勁草書房）ISBN:9784326102624

 [参考書等]
  （参考書）
ジョン・マクダウェル 『徳と理性』（勁草書房）ISBN:9784326199686
サイモン・ブラックバーン 『倫理的反実在論』（勁草書房）ISBN:9784326199693
デヴィッド・ウィギンズ 『ニーズ・価値・真理』（勁草書房）ISBN:9784326199679

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

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



思想文化学系４１

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 増田　一夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  ジャック・デリダ――その思想の輪郭を探る

 [授業の概要・目的]
　ジャック・デリダ（1930年-2004年）については、講義録も徐々に刊行され、その思想がようや
く姿を現しつつある。現前の形而上学の脱構築、エクリチュール、差延などで知られ、近年では「
動物論」の文脈で引き合いにだされるこの思想家については、しばしば難解だという評価がおこな
われている。しかし、実のところ、その思想は深淵かつ抽象的な宇宙論などを語ることはなく、「
動物論」も示しているように、きわめて具体的な問題を論じるものである。
　今回の授業では、デリダという思想家がいかにフランス語を駆使し、いかに言語というエレメン
トを絶えず重視しながら思考してきたかを示しつつ、記号、隠喩から、ユダヤ性や友愛を経由し、
死刑制度などへといたる道のりを示唆してみたい。

 [到達目標]
　すでに翻訳があるものも含めて、テクストを原語で読むことでもってデリダの思想に触れ、その
スタイルや輪郭の把握に努める。その作業により、デリダ読解の糸口をつかんでいただくことを期
待している。

 [授業計画と内容]
　担当教員が大枠の解説等をしながら授業を進め、受講者による講読が中心となる授業ではない。
ただし、教員による解説を裏づけるテクストなどを、受講者の能力に応じて、翻訳、解説していた
だくことはある。その際の分担量については、集中講義のため準備期間が短いことを考慮する。

第1回：イントロダクション
　デリダの思想的行程を概観し、授業で扱うテーマやテクストを指示する。また、受講者に翻訳や
解説を求めるテクストについて、担当者を決める。
第2回～第14回：各テーマの読解と解説。以下のテーマを扱う。（予定）
・ボルティモア1966年：「私はいま死んでいる」の思想
・諸言語で哲学すること
・フッサールの厳密さとハイデガーのパトス
・哲学的隠喩と存在者的隠喩
・来たるべきものと事実
・帰属と固有性
・他者の単一言語使用
・周縁からの視点
・ユダヤ性の問題
・死のアポリア
・主権への問い
・死刑制度への視座
第15回：筆記試験

　授業では、受講者の発言を重視する。期間中、授業2回分程度の時間を質疑と意見交換に充てる。

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
　フランス語の知識をある程度もち、できれば中級以上の読解力を有すること。（フランス語のテ
クストを多用するが、そのつど日本語で解説はおこなう。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（出席状況、分担箇所および議論への取り組み方）、および授業終了時の試験によって評
価する（それぞれ５：５）

 [教科書]
　複数の文献を使用するため、基本的に教員が用意する。

 [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]
　解説の文脈をしっかり理解するよう努め、質問、意見を積極的に発してほしい。
　分担箇所がある場合は、しっかり出席し、発表等の責任を果たすこと。
　自分の担当ではないテクストについても、ひととおり事前に目を通すよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　授業後に、電子メールで質問をしたり、意見を述べたりすることを強く奨励する。

※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。



思想文化学系４２

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  倫理学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と討論への参加によって評価する。

 [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]
事前配布レジュメを熟読のこと。  

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



思想文化学系４３

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水谷　雅彦
准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  応用倫理学演習

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

 [到達目標]
応用倫理学に関するプレゼンテーション、および論文執筆のための能力を養う。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告の評価と出席などの平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし。

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



思想文化学系４４

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  生命倫理学の諸問題

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

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

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

第一回 イントロダクション

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

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

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

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

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系４５

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  進化論と倫理

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

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

 [授業計画と内容]
指定したテキストを講読する(最初から)。 

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

第2回～第14回　The Maternal Factor: Two Paths to Moralityの精読 
「授業の概要と内容」で示した方式によって、指定したテキストの一部分を精読し、内容について
討論する。記事の内容と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示
すことはできないが、おおむね一章につき1～2回で読み進めることになる。 

第15回　まとめ 
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。切りのよいところまで読了
できなかった場合、この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
特になし

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

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系４６

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『道徳形而上学』の研究  

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Metaphysik der Sitten(『道徳形而上学』)の精読。カント倫理学についての
知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テキストの読解力の養成をめざす。

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

 [授業計画と内容]
　　第1回　イントロダクション 
カント倫理学の歩みおよび『道徳形而上学』の位置づけを説明する。使用テキストおよび基本的な
概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方と準備の方法を周知する。 
　　第2回～第14回　カント『道徳形而上学』の精読 
毎時間、あらかじめ担当者を決めることなく、全員に訳読してもらい、解説を加え、内容について
討論する。進度は、毎時間１ページ～１ページ半を予定しているが、受講者の語学力も勘案する。
ドイツ語未習者については、英語訳の利用も可とする。必要に応じて、カントのその他の著作(た
とえば『実践理性批判』や『道徳形而上学の基礎づけ』など)にあたったりすることもあるが、ま
ずは上記テキストを詳細に検討する。 
　　第15回　まとめ 
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。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(50％)と期末レポート(50％)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系４７

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『道徳形而上学』の研究  

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Metaphysik der Sitten(『道徳形而上学』)のの精読。カント倫理学について
の知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テキストの読解力の養成をめざす。

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
カント倫理学の歩み、『道徳形而上学』の位置づけ、前期セメスターで読了したところの要点を説
明する。使用テキストおよび基本的な概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方と準備の方法を
周知する。 
　　第2回～第14回　カント『道徳形而上学』の精読 (前期セメスターのつづき)
毎時間、あらかじめ担当者を決めることなく、全員に訳読してもらい、解説を加え、内容について
討論する。進度は、毎時間１ページ～１ページ半を予定しているが、受講者の語学力も勘案する。
ドイツ語未習者については、英語訳の利用も可とする。必要に応じて、カントのその他の著作(た
とえば『実践理性批判』や『道徳形而上学の基礎づけ』など)にあたったりすることもあるが、ま
ずは上記テキストを詳細に検討する。 
　　第15回　まとめ 
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。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(50％)と期末レポート(50％)

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

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系４８

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐藤　義之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響を
残した。
　授業では彼の「言葉と近さ」(Langage et proximité)という1967年の短い論文を一部抜粋して読み、
後の『存在するとは別の仕方で、あるいは存在することの彼方に』に結実する彼の思想を理解する。

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

 [授業計画と内容]
　上記の論文は『全体性と無限』と『存在するとは別の仕方で…』のふたつの主著の中間の時期に
位置し、そこには後者の思想がかなり凝縮された形ですでに見出される。そのためこの論文は、『
存在するとは別の仕方で…』の思想を短期間で概観するのには有用であろう。
　授業ではこの論文を仏語原文で読み、言語の問題や「近さ」などの、『存在するとは別の仕方で
…』において重要な意味をもつようになる諸概念を丹念に考察してゆきたい。

　第１回:ガイダンス
　第２回～第１４回：上記論文の精読
　フィードバックについては授業で周知する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記論文をプリントにして配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系４９

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐藤　義之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  レヴィナスを読む

 [授業の概要・目的]
　レヴィナスは倫理の問題を手がかりに、旧来の哲学の根本的革新を企て、思想界に大きな影響を
残した。
　授業では前期（「人間実践論演習I」）に引き続き、彼の「言葉と近さ」(Langage et proximité)と
いう1967年の短い論文を一部抜粋して読み、後の『存在するとは別の仕方で、あるいは存在の彼方
に』に結実する彼の思想を理解する。
　なお、本年度前期（「人間実践論演習I」）に続けて上述の同一テキストを読むが、後期からの
参加者も授業についてこられるように、改めて詳しい解説を加えつつ進んでゆく。

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

 [授業計画と内容]
　上記の論文は『全体性と無限』と『存在するとは別の仕方で…』のふたつの主著の中間の時期に
位置し、そこには後者の思想がかなり凝縮された形ですでに見出される。そのためこの論文は、『
存在するとは別の仕方で…』の思想を短期間で概観するのには有用であろう。
　授業ではこの論文を仏語原文で読み、「強迫」「身代わり」というような、『存在するとは別の
仕方で…』において重要な意味をもつようになる諸概念を丹念に考察してゆきたい。

　第１回:ガイダンス
　第２回～第１４回：上記論文の精読
　フィードバックについては授業で周知する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点

 [教科書]
　テキストは上記論文をプリントにして配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系５０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門A

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

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

 [授業計画と内容]
　本年度前期のテーマは、「宗教改革から近代キリスト教思想へ」である。初回のオリエンテーシ
ョンに続いて、次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げ
られる。

０．オリエンテーション
１．宗教改革と近代
２．古プロテスタンティズムから啓蒙的キリスト教合理思想へ
３．ヨーロッパ世界の拡大とキリスト教１
４．17世紀イギリスとキリスト教思想
５．自然主義とキリスト教
６．歴史主義とキリスト教
７．ドイツ古典哲学・神学の宗教論
８．シュライアマハーと19世紀キリスト教思想
９．宗教批判の諸問題
10．社会矛盾とキリスト教──マルクスの意義
11．個人主義か実存か──キルケゴール
12．ヨーロッパ世界の拡大とキリスト教２
13．トレルチとヨーロッパ主義
14．自由主義神学の限界と可能性
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

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

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

 [授業計画と内容]
　本年度後期のテーマは、「旧約聖書と哲学的問い」である。初回のオリエンテーションに続いて、
次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げられる。

０．オリエンテーション
１．創造論とギリシャ哲学
２．契約思想の射程
３．罪と悪
４．王国とは？
５．歴史と終末
６．預言者とグローバル化
７．知恵文学の意義
８．ヨブ記を読む
９．黙示文学と社会批判
10．旧約聖書と平和の問題
11．ジェンダーから見た旧約聖書
12．拝一神教とその純化
13．旧約聖書において死とは何か
14．メシア思想
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

 [履修要件]
特になし

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「自己同一」をめぐる諸考察

 [授業の概要・目的]
哲学と宗教の双方において、「自己が自己である」という一見当たり前のことが、理論的にも実践
的にも容易ならざることとして繰り返し問われてきた。この意味での「己事究明」は、自己や主体
という言葉が重みを失っているように見える現代においても、宗教哲学の第一の課題でありつづけ
ている。 
本講義では、そうした課題に立ち向かうために了解し咀嚼しておくべき重要な思想の数々を、近現
代の哲学史から選んで紹介し、各人が「自己同一」という問題を掘り下げていくための手掛かりを
提供することを目指す。  
  
 

  

 [到達目標]
１．「自己同一」という問いをめぐる哲学史上の主要な取り組みを理解し、この問題を自ら思索し
ていく上での基礎となる見識を身につける。 

２．１を通して、個々の思想家についての哲学史的研究と哲学的・宗教哲学的な思索を連関づける
仕方を学び、それを自らの学習や研究に役立てられるようになる。 

 [授業計画と内容]
基本的には以下のテーマについて授業を進める（若干の変更の可能性あり）。 

1. 「自己が自己であるということ」：問いの在処とその宗教哲学的意味 
2．「考える我」と自己同一（デカルト）(1) 
3. 「考える我」と自己同一（デカルト）(2) 
4．「憎むべき我」と「考える葦」（パスカル） 
5．「内奥感の原初的事実」としての自己同一（メーヌ・ド・ビラン） 
6.　「超越論的統覚」としての自己同一（カント）(1) 
7. 「超越論的統覚」としての自己同一（カント）(2) 
8． 「持続する我」の自己同一（ベルクソン） 
9. 「現存在」の本来的自己性（ハイデガー）(1) 
10.「現存在」の本来的自己性（ハイデガー）(2) 
11. 場所的自覚の「述語的自己同一」（西田）(1） 
12． 場所的自覚の「述語的自己同一」（西田）(2） 
13. 他者への無限責任の自己（レヴィナス） 

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

14.　物語的自己同一性（リクール） 
15. 総括 

＊最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者への
フィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回の授業の際に文献表を配布するので、自らの興味に応じていくつかのテクストを選んで精読し、
自らの問いを携えて授業に参加できるように準備してほしい。また、各回の授業の後は、その回に
扱った文献に目を通し、自分の思考を触発した部分を中心に、理解した事柄を自分の言葉でまとめ
直すようにしてほしい。   
   
 

（その他（オフィスアワー等））
本講義は、同じ教員が担当する後期の特殊講義に比べると、とくに学部生や修士課程学生の便宜を
考えて、基本的な事柄の解説や情報提供に重心をおいている。そうすることで、この授業の受講が
後期の特殊講義受講に向けての準備にもなるように配慮している。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺哲学研究

 [授業の概要・目的]
田辺元の哲学的思索は、その異様なまでの凝縮度と彼固有の論理への偏愛によって異彩を放ってい
る。田辺は西洋哲学の最前線の動向、諸学問の最新の成果を飽くことなく摂取し、歴史的現実にも
そのつど敏感に反応しつつ、それら全てに自前の思索によって緊密な総合を与えるべく、生涯血の
滲むような努力を続けた。彼の濃密にすぎる文章はそのようにして生み出されたものである。この
凝縮体を丁寧に解きほぐし、そこに封じ込められたさまざまな展開可能性を切り出すことによって、
今日のわれわれがリアルな接触をもちうるような形で語り直すこと。それが本講義の狙いとすると
ころである。本年度は、『懺悔道としての哲学』(1946)以降、特異な形の「宗教哲学」に踏み込ん
だ田辺の思索の10年ほどに渡る展開を追跡し、この時期の鍵語である「実存協同」の哲学的多産性
を、宗教、哲学、政治、芸術等、諸分野の交錯の中で解明していきたい。 

  
 

 
　   

 [到達目標]
１．田辺哲学の生成と展開を詳細にたどることによって、難解な田辺のテクストを正確に理解し、
その思想の特質を把握できるようになる。 
２．一人の哲学者の思索の展開を、同時代的な思想連関の中で浮かび上がらせていくための方法論
と視座を身につける。 
３．日本哲学と宗教哲学についての研究を、他のさまざまなアプローチと拙速に切り離さず、問題
連関や時代連関を意識しつつ多様な絡み合いの中で遂行していくことの意義と必要性を理解する。 
  
 

 [授業計画と内容]
各回の授業内容は以下の通りである（細部は変更の可能性あり）。 

1.本講義のアプローチの特色と狙い 
2.田辺哲学の通時的展開の概観 
3.「懺悔道」としての宗教哲学 (1):「他力哲学」という複合体 
4.「懺悔道」としての宗教哲学 (2): 田辺の親鸞解釈 
5.「懺悔道」としての宗教哲学 (3): 「共同」から「協同」へ 
6.「種の論理」の行方 (1):「無即愛」の社会存在論的射程 
7.「種の論理」の行方 (2): 「国家の根原悪」と戦後田辺の政治哲学 

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

8.「実存協同」概念の成立と展開(1): 影響史的考察 
9.「実存協同」概念の成立と展開(2): 概念構制の分析 
10「実存協同」概念の成立と展開(3): その哲学的可能性 
11「実存協同」と『キリスト教の弁証』(1): 田辺哲学とキリスト教 
12「実存協同」と『キリスト教の弁証』(2): 懺悔道と「第二次宗教改革」 
13『ヴァレリーの芸術哲学』読解(1): 文学制作と種の論理の更新 
14『ヴァレリーの芸術哲学』読解(2): 言葉、象徴、偶然 
15 総括 

なお、最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者
へのフィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより、到達目標の達成度に基づいて評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回の授業で、今学期に扱う田辺の主要テクストと参考文献を指示するので、少なくとも主要テク
ストには一通り目を通し、自分なりの問いを携えて授業に臨んでほしい。各回の授業の後は、その
際に扱った内容を自分の言葉でまとめ直し、必要に応じて参考文献にも目を通しつつ、自分の思索
との接点を組織的に探っていってほしい。  

（その他（オフィスアワー等））
本講義は田辺哲学研究という体裁をとるが、必ずしも田辺哲学のみを扱うわけではない。むしろ、
田辺の思索が同時代の国内外の諸思想に触発され、それらを驚くべき密度で消化吸収しながら展開
していく様子を浮かび上がらせることによって、田辺哲学のみならず、田辺が吸収していった同時
代の諸思想の方の哲学的潜勢力をも、新たな視点から掘り起こしていくことを目指している。その
意味で、京都学派の哲学に関心をもつ人だけでなく、同時期の西洋哲学や諸学問の動向に関心をも
つ人にも受講してもらえればと考えている。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 後藤　正英

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  ドイツ観念論における三つの宗教論争

 [授業の概要・目的]
　いわゆるドイツ観念論（最近はドイツ古典哲学という呼び方も一般的である）の展開過程におい
ては、三つの宗教論争が存在したことが知られている。それは、汎神論論争、無神論論争、神的事
物論争（有神論論争）の三つである。特に注目すべきは、いずれの論争においても、ヤコービが論
争の仕掛人としての役割を果たしている点である。ヤコービは、メンデルスゾーン、フィヒテ、シ
ェリングとの論争を通して、ドイツ観念論の形成に大きな役割を果たすことになったのである。

　ヤコービはスピノザの哲学を一元論的な体系をもつ合理主義哲学の典型として理解したうえで、
そのような哲学に人間の自由や超越的な神の人格性が捉えられるのかという挑発的な問題提起を行
った。ドイツ観念論の哲学者たちは、この問題提起に対して、それぞれの仕方で応答しようと試み
ることになったといえる。

　もちろん、これらの論争においては、スピノザだけでなく、カントの道徳宗教理解も大きな争点
となっている。この講義では、上記の三つの論争の経緯を概観する中で、ドイツ観念論に代表され
る近世ドイツの宗教哲学が争点としたものは何であったのかを明らかにしたい。
　

 [到達目標]
以下の点を到達目標とする。１）近世ドイツの宗教哲学の大まかな流れを説明できるようになる。
２）スピノザやカントの哲学が近世ドイツの宗教哲学に与えた影響について理解できるようになる。
３）宗教について自分なりの見解を形成し、それを一般的な言葉で説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、それぞれ冒頭
に記した授業回数をあてる。

第1回～第3回（第１日）ドイツ観念論の名称について、ドイツ観念論前史としての啓蒙主義の哲学
（特にモーゼス・メンデルスゾーンとカント）について　 
第4回～第6回（第２日）論争の仕掛人ヤコービの思想と生涯、第一の論争（汎神論論争）について 
第7回～第9回（第３日）第二の論争（無神論論争）について 
第10回～第12回（第４日）第三の論争（神的事物論争）について
第13回～第15回（第５日）積み残したテーマについて、近世ドイツの宗教哲学が現代に問いかける
問題について　 

＊フィードバックの仕方については授業中に指示する。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
１．授業参加（40パーセント）数回、リアクション・ペーパーを提出してもらう予定。それを授業
参加の点数として重視します。
２．授業終了時のレポート（60パーセント）　

 [教科書]
使用しない
プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
上野修他 『思想　2014年4月号　スピノザというトラウマ』（岩波書店）
F.H.ヤコービ（田中光訳） 『モルフォロギアに所収の「スピノザ書簡」の翻訳』（ナカニシヤ出版）

J.G.フィヒテ（栗原隆他訳） 『フィヒテ全集　第11巻　無神論論争』（晢書房）
ハーバーマス（庄司信他訳） 『自然主義と宗教の間　ウニベルシタス1018』（法政大学出版局）
それ以外の日本語で読める文献や海外の文献については授業中に紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習については特にありません。復習については、授業中に気になった点について、各自が自主的
に学びを深めていただくことを期待します。

（その他（オフィスアワー等））
比較的すぐに回答ができる質問については、集中講義期間中にお答えします。それ以外の質問につ
いてはメールでお答えします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 増田　一夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  ジャック・デリダ――その思想の輪郭を探る

 [授業の概要・目的]
　ジャック・デリダ（1930年-2004年）については、講義録も徐々に刊行され、その思想がようや
く姿を現しつつある。現前の形而上学の脱構築、エクリチュール、差延などで知られ、近年では「
動物論」の文脈で引き合いにだされるこの思想家については、しばしば難解だという評価がおこな
われている。しかし、実のところ、その思想は深淵かつ抽象的な宇宙論などを語ることはなく、「
動物論」も示しているように、きわめて具体的な問題を論じるものである。
　今回の授業では、デリダという思想家がいかにフランス語を駆使し、いかに言語というエレメン
トを絶えず重視しながら思考してきたかを示しつつ、記号、隠喩から、ユダヤ性や友愛を経由し、
死刑制度などへといたる道のりを示唆してみたい。

 [到達目標]
　すでに翻訳があるものも含めて、テクストを原語で読むことでもってデリダの思想に触れ、その
スタイルや輪郭の把握に努める。その作業により、デリダ読解の糸口をつかんでいただくことを期
待している。

 [授業計画と内容]
　担当教員が大枠の解説等をしながら授業を進め、受講者による講読が中心となる授業ではない。
ただし、教員による解説を裏づけるテクストなどを、受講者の能力に応じて、翻訳、解説していた
だくことはある。その際の分担量については、集中講義のため準備期間が短いことを考慮する。

第1回：イントロダクション
　デリダの思想的行程を概観し、授業で扱うテーマやテクストを指示する。また、受講者に翻訳や
解説を求めるテクストについて、担当者を決める。
第2回～第14回：各テーマの読解と解説。以下のテーマを扱う。（予定）
・ボルティモア1966年：「私はいま死んでいる」の思想
・諸言語で哲学すること
・フッサールの厳密さとハイデガーのパトス
・哲学的隠喩と存在者的隠喩
・来たるべきものと事実
・帰属と固有性
・他者の単一言語使用
・周縁からの視点
・ユダヤ性の問題
・死のアポリア
・主権への問い
・死刑制度への視座
第15回：筆記試験

　授業では、受講者の発言を重視する。期間中、授業2回分程度の時間を質疑と意見交換に充てる。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
　フランス語の知識をある程度もち、できれば中級以上の読解力を有すること。（フランス語のテ
クストを多用するが、そのつど日本語で解説はおこなう。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（出席状況、分担箇所および議論への取り組み方）、および授業終了時の試験によって評
価する（それぞれ５：５）

 [教科書]
使用しない
　複数の文献を使用するため、基本的に教員が用意する。

 [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]
　解説の文脈をしっかり理解するよう努め、質問、意見を積極的に発してほしい。
　分担箇所がある場合は、しっかり出席し、発表等の責任を果たすこと。
　自分の担当ではないテクストについても、ひととおり事前に目を通すよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に、電子メールで質問をしたり、意見を述べたりすることを強く奨励する。

※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。



思想文化学系５６

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ポール・リクール「物語的自己同一性」を読む  

 [授業の概要・目的]
リクールが三巻本の大著『時間と物語』(1983-85)の結論部でもちだした「物語的自己同一性」とい
う概念は、この著作で大規模に展開された物語論を自己論へと旋回させる端緒となり、1990年の『
他者としての自己自身』(1990)へとリクールを導いた。この授業で扱う論文「物語的自己同一性」
は、1986年に発表され、上の二つの大著の関係を照らすものとして重要な意味をもっている。 
本演習では、この論文の全体を精読することによって、後期リクール哲学の核心を理解するととも
に、自己同一性の形成と物語るという営みの本質的連関というさまざまな展開可能性を秘めた着想
について、共に吟味検討していくことを目指す。 
  
 

 [到達目標]
１．演習での訳読作業を通して、フランス語の哲学テクストを読みこなすための基本的な語学力を
身につける。 
２．演習での教員による指導を通して、哲学テクストの精密な読解方法、およびそれを自分の思索
に活用するための基本的な方法を身につける。 
３．リクールの重要論文を教師の指導と解説の下で通読することによって、リクール思想の根本問
題とその哲学的・宗教哲学的意義を把握できるようになる。  
 
 

 [授業計画と内容]
第1回　導入 
　　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第2回‐14回 
　　リクールの論文「物語的自己同一性」を１回当たり2，3頁のペースで読み進めていく。 
第15回 
　　論文の全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [履修要件]
第二外国語としてフランス語を履修していることを絶対条件とするわけではないが、フランス語初
心者は、できるだけ早いうちに訳読作業を行う上で最低限必要な語学力を身につけるように努めて
ほしい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(担当箇所の訳読・議論への参加)（40％)と学期末のレポート(60%）による。 
レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
Paul Ricoeur 『Anthropologie philosophique. Ecrits et conferences 3』（Seuil）ISBN:978-2-02-113506-0（
（論文「物語的自己同一性」のみ授業中にコピーを配布する。）  ）
    

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前にはテクストを時間をかけて精読し、語学的・内容的な検討を済ませておくことが求められ
る。また、自らの問題関心との連関で、深く掘り下げてみたい事柄について、問いを用意してくる
ことが望ましい。 
授業後には、自らの理解の不正確であった箇所を修正するとともに、既読部の内容を自分の言葉で
まとめ直したり、関連文献を読み進めたりすることを通して、自らの学習に結びつけていってほし
い。

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



思想文化学系５７

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目   ジャンケレヴィッチ『死』 を読む 

 [授業の概要・目的]
ここ10年来、哲学や宗教が長らく根本問題の一つとしてきた死や死者という問題が、たとえば「死
生学」といった新たな意匠の下で盛んにとりあげられてきたが、その際「一人称の死」「二人称の
死」「三人称の死」という区分法が自明の事のように用いられてきた。それを最初に提示したのが、
ジャンケレヴィッチの大著『死』(1966)である。死の三区分が便利な符牒として独り歩きする一方
で、独自の用語を駆使し濃密な文章で展開されるこの著の叙述自体は、ほとんどまともに理解され
ていないとい言っても過言ではない。 
今期の授業では、この著の第２部「死の瞬間における死」から重要箇所を抜粋して読み、ジャンケ
レヴィッチの独特の形而上学的思索が死の問いへと迫る仕方を精密に理解することを目指す。
  

 [到達目標]
１．演習での訳読作業を通して、フランス語の哲学テクストを読みこなすための基本的な語学力を
身につける。 
２．演習での教員による指導を通して、哲学テクストの精密な読解方法、およびそれを自分の思索
に活用するための基本的な方法を身につける。 
３．ジャンケレヴィッチの重要著作の一つを教師の指導と解説の下で通読することによって、ジャ
ンケレヴィッチ思想の根本問題とその哲学的・宗教哲学的意義を把握できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第1回　導入 
　　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第2回　序論と第一部の内容紹介 
　　昨年度の演習で取り上げた箇所を中心に紹介する。 
第3回‐14回 
　　ジャンケレヴィッチ『死』の第２部「死の瞬間における死」の抜粋箇所を、１回当たり2，3頁
のペースで読み進めていく。 
第15回 
　　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
第二外国語としてフランス語を履修していることを絶対条件とするわけではないが、フランス語初
心者は、できるだけ早いうちに訳読作業を行う上で最低限必要な語学力を身につけるように努めて
ほしい。 

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(担当箇所の訳読・議論への参加)（40％)と学期末のレポート(60%）による。レポートは到達
目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
Vladimir Jankelevitch  『La mort』（Flammarion）ISBN:2081218747 （テクストのコピーは授業中に配
布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前にはテクストを時間をかけて精読し、語学的・内容的な検討を済ませておくことが求められ
る。また、自らの問題関心との連関で、深く掘り下げてみたい事柄について、問いを用意してくる
ことが望ましい。 
授業後には、自らの理解の不正確であった箇所を修正するとともに、既読部の内容を自分の言葉で
まとめ直したり、関連文献を読み進めたりすることを通して、自らの学習に結びつけていってほし
い。   
 

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



思想文化学系５８

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 安部　浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ハイデガーのニーチェ講義を読む  

 [授業の概要・目的]
ハイデガーのニーチェ講義。それは、ハイデガーその人の一見秘教的と思しき中期以降の思想を理
解する上でも、ニーチェの後期哲学の高峰を踏査する上でも、避けて通ることのできない文献であ
る。しかのみならず、ハイデガーやニーチェの思想との関連を別にしても、それは哲学の根本問題
を自ら考える上で実に多くを教えられる、滋味掬すべき必読の書である。　 
　この大部の著作の第一巻、第一部を冒頭から繙読し、議論を戦わせていくことで、われわれは、
藝術、永劫回帰、認識、形而上学、真理、存在等をめぐる問題系に関する考察に努めることにしよ
う。そしてそれにより、語学・哲学上の正確な知識、及び論理的思考力に基づく原典の厳密な読解
力を各人が涵養すること、そしてこの読解の過程において浮上してくる重要な問題をめぐる参加者
全員の討議を通して、各人が自らの思索を深化させていくことが、本演習の目的である。 
 

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

 [授業計画と内容]
原則的には毎回、予め指名した二名の方にそれぞれ、報告と演習の記録を担当して頂くことにする。
以下、各回に扱う予定である原典の範囲を記すが、授業の進度については出席者各位の実力を勘案
して修正することもある。 

1. ガイダンス 
2. Vorwort + Nietzsche als metaphysischer Denker 
3. Das Buch Der Wille zur Macht 
4. Plaene und Vorarbeiten zum Hauptbau 
5. Die Einheit von Wille zur Macht, ewiger Wiederkehr und Umwertung 
6. Der Aufbau des Hauptwerkes. Nietzsches Denkweise als Umkehren 
7. Das Sein des Seienden als Wille in der ueberlieferten Metaphysik + Der Wille als Wille zur Macht 
8. Wille als Affekt, Leidenschaft und Gefuehl 
9. Die idealistische Deutung der Willenslehre Nietzsches 
10. Wille und Macht. Das Wesen der Macht 
11. Die Grund- und die Leitfrage der Philosophie 
12. Die fuenf Saetze ueber die Kunst 
13. Sechs Grundtatsachen aus der Geschichte der Aesthetik 
14. 総括と総合討論

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [履修要件]
ドイツ語を既修していることが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

 [教科書]
Martin Heidegger 『Nietzsche. Erster Band』（Neske）ISBN:3 7885 0115 4  

 [参考書等]
  （参考書）
M. Heidegger 『Nietzsche, Vol. 1 and 2』（Harper One）ISBN:978-0060638412（tr. by D. F. Krell ）
M. ハイデッガー 『ニーチェ　Ⅰ』（創文社）（ハイデッガー全集　6.1巻、圓増治之、S. ミュラー
訳 ）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系５９

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想の基本文献を読む

 [授業の概要・目的]
キリスト教思想を理解し、研究するには、その基本的な文献を広くまた深く読むことが必要である。
この演習では、近代以降のドイツ語による文献を精読することによって、キリスト教思想研究に必
要な文献読解力の向上をめざす。

 [到達目標]
・ドイツ語テキストを精読することによって、ドイツ語テキストに基づいたキリスト教思想を研究
する上で必要な基礎的な学力を養うことができる。
・近代キリスト教思想に関する基本的事項の理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
　今年度は、昨年度に引き続き、ティリッヒのキリスト教思想に関わる文献から、次のものを取り
上げ、演習を行う。
Paul Tillich, Vorlesungen ueber Geschichtsphilosophie und Sozialpaedagogik (Frankfurt 1929/30),
Ergaenzungs- und Nachlassbaende zu den Gesammelten Werken XV, De Gruyter, 2007.
第１回：オリエンテーション（演習の目的、進め方などの説明）
第２回：ティリッヒ神学の概観（講義）と演習担当者の決定
第３～15回：担当者によるテキストの精読と討論

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６０

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 下田　和宣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  カッシーラーの神話と宗教　『人間についての試論』を読む

 [授業の概要・目的]
２０世紀ドイツの哲学者エルンスト・カッシーラーが、晩年に英語で執筆した『人間についての試
論』（1944）を読む。「シンボル」（ないし「シンボル形式」）をキーワードとするカッシーラー
哲学の主題は、宗教を含む、人間精神に関わる諸現象の総体としての「文化」であり、「人間」で
ある。諸現象の根源へと回帰するのではなく、むしろ人間精神の展開に着地する彼の文化哲学的ア
プローチは、他の精神諸科学・文化学との緊密な連関のもとで企てられるものであり、かつその学
際的・領域横断的知性は、今日なお多様化し、複雑化する宗教現象を考えるうえでひとつの参照軸
となることが期待される。

 [到達目標]
・研究原典を読解するための基本的な技法を習得する。 
・文献の精読を通じてカッシーラー哲学の基礎と骨格を理解する。 
・神話学・宗教学といった文化学と、宗教哲学の接点を探る。

 [授業計画と内容]
カッシーラーの思索の独自性に触れるために、前期では、彼の基本的立場が示されている『人間に
ついての試論』第一部を取り上げる。この書は、彼の浩瀚な主著『シンボル形式の哲学』で展開さ
れた思想体系を、「シンボルを操る動物」としての「人間」という視点を軸に簡潔に整理したもの
であり、それゆえカッシーラー哲学入門として最適なものである。

第１回　イントロダクション 
カッシーラーについての概説、授業の進め方、および扱うテキストについて説明する。 訳読の割り
当てを決める。

第２回～第１４回　『人間についての試論』第一部を読む
担当者は訳読の用意をする。原典に対する正確な理解のために、カッシーラーが行う引用について
も、調べてみる（彼のようなスタイルの思想家を読む場合、この作業がしばしば必要であり、かつ
有効である）。段落ごとの内容要約を行い、その理解について議論する。

第１５回　フィードバック
全体を振り返り、残された課題や問題点などについてまとめ、議論する。

 [履修要件]
特になし

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点、発表で評価する。

 [教科書]
Ernst Cassirer 『An Essay on Man: an Introduction to a Philosophy of Human Culture (1944)』（Yale 
University Press）ISBN:9780300000344（（宮崎音弥訳『人間：シンボルを操るもの』、岩波文庫、
1997年））
(授業中にテキストのコピーを配布する。)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系６１

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 下田　和宣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  カッシーラーの神話と宗教　『人間についての試論』を読む

 [授業の概要・目的]
２０世紀ドイツの哲学者エルンスト・カッシーラーが、晩年に英語で執筆した『人間についての試
論』（1944）を読む。後期はとりわけその第七章「神話と宗教」を取り上げる。カッシーラー的宗
教哲学の特色は、宗教を「神話」との関連において理解するという点にある。当時の神話学の潮流
を睨みながら、カッシーラーは長期にわたって神話の問題へと向かった。その取り組みの成果は『
人間についての試論』においてはっきりと提示されていて、そこから彼の宗教観のみならず、その
哲学観をも明確に把握することができる。講読では、カッシーラーの叙述する神話と宗教、ないし
神話と哲学との関連性に留意しながらテキストを読み進める。神話はなぜ哲学の問題となるのか、
あるいは、神話問題を中心化することでいかなる哲学的思考が可能となるのか。これらの問いを追
求することにより、カッシーラーの文化哲学についての理解を深めていきたい。

 [到達目標]
・研究原典を読解するための基本的な技法を習得する。 
・文献の精読を通じて、神話・宗教に対する文化哲学的アプローチの要点を理解する。 
・哲学的思考と神話問題の接点について考察を深める。

 [授業計画と内容]
講読の主対象は、カッシーラー『人間についての試論』第七章「神話と宗教」である。しかし、神
話の問題は彼の思索のなかでもとくに重要な位置を占めており、例えば主著『シンボル形式の哲学』
第二巻「神話的思考」、および最晩年の『国家の神話』をはじめとして、他にもいくつか重要な文
献が存在する。これらについても積極的に目を配りたい。また、当時の古典文献学・神話学の動向
を参照し、カッシーラー哲学をめぐる独自のコンテクストを明らかにすることで、立体的な理解を
構築したい。

第１回　イントロダクション 
前期の復習、「神話と宗教」をめぐる当時の学問的状況についての概説、授業の進め方および扱う
テキストについて説明する。 訳読の割り当てを決める。

第２回～第１４回　『人間についての試論』第七章「神話と宗教」を読む
担当者は訳読の用意をする。当時の学問状況、および原典に対する正確な理解のために、カッシー
ラーが行う引用についても調べてみる（彼のようなスタイルの思想家を読む場合、この作業がしば
しば必要であり、有効である）。段落ごとの内容要約を行い、その理解について議論する。

第１５回　フィードバック
全体を振り返り、残された課題や問題点などについてまとめ、議論する。

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(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、発表で評価する。

 [教科書]
Ernst Cassirer 『An Essay on Man: an Introduction to a Philosophy of Human Culture (1944)』（Yale 
University Press）ISBN:9780300000344（（宮崎音弥訳『人間：シンボルを操るもの』、岩波文庫、
1997年））
(授業中にテキストのコピーを配布する。)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系６２

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習II)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教学の諸問題

 [授業の概要・目的]
演習参加者が、宗教学の諸問題のなかで各人の研究するテーマに即して発表を行い、その内容をめ
ぐって、全員で討論する。討議のなかで、各人の研究を進展させることが目的である。

 [到達目標]
研究発表の仕方を学び、討論の態度を習得する。各人の研究テーマが、宗教学の研究状況のなかで
どのような意義をもつかを理解し、自らの研究の意味を説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
参加者が順番に研究発表を行い、それについて全員で討論する。各人の発表は二回にわたって行う。
即ち、発表者は１時間以内の発表を行い、続いてそれについて討論する。発表者はその討論をうけ
て自分の発表を再考し、次回にその再考の結果を発表して、それについてさらに踏み込んだ討論を
行う。したがって、１回の授業は前半と後半に分かれ、前半は前回発表者の二回目の発表と討論、
後半は新たな発表者の一回目の発表と討論となる。
第１回　オリエンテーション、参加者の発表の順番とプロトコールの担当者を決定。
第２回ー８回　博士課程の院生による発表と全員での討論。
第９回－１４回　修士課程の院生による発表と全員での討論。
第１５回　総括。

 [履修要件]
宗教学専修の大学院生は必修。特段の事情がない限り、全回の出席を義務とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表等の内容、および議論への参加の状況によって、判断する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
１回目の発表予定日までに、自分の研究テーマに沿って発表の準備をする。発表の後、それに対し
てなされた質疑に基づいて、２回目の発表の準備をする。２回目の発表の後、その内容を論文とし
て完成させる。

（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。



思想文化学系６３

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門A

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

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

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

０．オリエンテーション
１．宗教改革と近代
２．古プロテスタンティズムから啓蒙的キリスト教合理思想へ
３．ヨーロッパ世界の拡大とキリスト教１
４．17世紀イギリスとキリスト教思想
５．自然主義とキリスト教
６．歴史主義とキリスト教
７．ドイツ古典哲学・神学の宗教論
８．シュライアマハーと19世紀キリスト教思想
９．宗教批判の諸問題
10．社会矛盾とキリスト教──マルクスの意義
11．個人主義か実存か──キルケゴール
12．ヨーロッパ世界の拡大とキリスト教２
13．トレルチとヨーロッパ主義
14．自由主義神学の限界と可能性
15．フィードバック

　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６４

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想研究入門Ｂ

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

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

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「旧約聖書と哲学的問い」である。初回のオリエンテーションに続いて、
次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げられる。
０．オリエンテーション
１．創造論とギリシャ哲学
２．契約思想の射程
３．罪と悪
４．王国とは？
５．歴史と終末
６．預言者とグローバル化
７．知恵文学の意義
８．ヨブ記を読む
９．黙示文学と社会批判
10．旧約聖書と平和の問題
11．ジェンダーから見た旧約聖書
12．拝一神教とその純化
13．旧約聖書において死とは何か
14．メシア思想
15．フィードバック
　フィードバックの具体的なやり方については授業にて説明を行う。

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業中にプリントを配付する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６５

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（４）──アジアと日本のキリスト教思想──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。。2018年度前期は、アジアと日本におけるキリスト教思想を諸動向を検討することによっ
て、宗教哲学の現代的課題について考える。

 [到達目標]
・キリスト教思想の新しい展開について、最新の知見を獲得することができる。
・キリスト教思想を日本キリスト教の文脈で考える際の手がかりを得ることができる。
・近代以降のキリスト教思想がいかなる問題状況に直面しどのような思索を展開してきたかについ
て、思想史的理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第一回目のオリエンテーションに続き、以下の順番で講義は進められるが、授業は、一回につきほ
ぼ一つの項目を講義するペースで行われる。

０．オリエンテーション
１．アジア・日本のキリスト教思想を問う
２．日本キリスト教の歴史的概観
３．明治時代のキリスト教の問題
４．植村正久
５．海老名弾正
６．内村鑑三
７．無教会キリスト教の系譜から
８．キリスト教社会主義と社会批判
９．賀川豊彦と組合的共同主義
10．天皇制あるいは日本の宗教的伝統
11．アジアのキリスト教の諸問題──解放と土着
12．韓国キリスト教と民衆神学
13．インドのキリスト教１
14．インドのキリスト教２
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６６

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（５）──宗教哲学の諸問題──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2018年度後期は、これまでの講義内容を踏まえつつ、現代の宗教哲学において課題とされ
るべき諸問題について考える。

 [到達目標]
・キリスト教思想の新しい展開について、最新の知見を獲得することができる。
・キリスト教思想を現代世界の各文脈で展開するための手がかりを得ることができる。
・近代以降のキリスト教思想がいかなる問題状況に直面しどのような思索を展開してきたかについ
て、思想史的理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第一回目のオリエンテーションに続き、以下の順番で講義は進められるが、授業は、一回につきほ
ぼ一つの項目を講義するペースで行われる。

０．オリエンテーション
１．「科学技術とキリスト教」系の補足１──脳神経科学
２．「科学技術とキリスト教」系の補足２──文明論としての科学技術
３．自然の宗教哲学の可能性
４．実定宗教・宗教史と宗教哲学──特殊と普遍
５．キリスト教神学と宗教哲学
６．宗教哲学はいかなる意味で哲学か──宗教哲学と方法・合理性
７．宗教研究の基礎論としての宗教哲学
８．宗教哲学と地域性１──古代地中海世界
９．宗教哲学と地域性２──キリスト教中世
10．宗教哲学と地域性３──アジアあるいは日本
11．宗教哲学と現代１──科学技術・生命・心
12．宗教哲学と現代２──解放系
13．宗教哲学と現代３──宗教的多元性
14．宗教哲学と現代４──民主主義
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６７

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 狭間　芳樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリシタン版から考察する近世日本のキリスト教

 [授業の概要・目的]
イエズス会は、天正少年遣欧使節が日本に持ち帰った金属活字と印刷機を駆使して、1590年以降、
多くの出版物（キリシタン版）を刊行した。『日葡辞書』に代表される精緻な言語・文化研究は宣
教師たちの日本宗教理解をも示すものであるが、本講義ではそうした「キリシタン版」を手がかり
として、近世の日本に生きた人々が「宗教」に何を求め、キリスト教をどのように理解し、受容し
たのかを探っていく。なかでも宣教師の不足・不在の地で機能し、その後の潜伏期の信仰を支え続
けたキリシタン版、さらに迫害下に登場する排耶書とを照らし合わせて読み解くことで日本におけ
るキリスト教理解とその実態をあきらかにする。

 [到達目標]
受講者はこの授業を履修することによって以下のことを目指す。

・キリシタンについての基礎的な知識を習得した上で、日本宗教史におけるキリスト教の位置づけ
を説明できるようになる。
・東アジアのキリスト教を、比較宗教学の立場から考察する力を身につける。

 [授業計画と内容]
以下のテーマを中心にして進めていく予定であるが、受講者の関心によっては順序などを変更する
場合もある。

１．はじめに：東アジアのキリスト教とキリシタン研究
２．宣教師の日本語研究――辞書の編纂と翻訳――
３．活字、印刷機の導入と出版事業の展開
４．イエズス会の霊性と観想書『スピリツアル修行』
５．教理書『どちりいなきりしたん』と告解手引書『さるばとるむんぢ』
６．信心書『ヒイデスの導師』『ぎやどぺかどる』
７．日本人修道士による護教書と排耶書――『妙貞問答』『破提宇子』――
８．キリシタン版『平家の物語』と『倭漢朗詠集』（「九相歌」「実語教」「古状揃」）
９．殉教精神の涵養と聖人伝『サントスの御作業の内抜書』
10．出版事業の終焉と迫害下におけるキリシタン版の意義
11．潜伏時代を支えた『ばうちずもの授けやう』『おらしよの翻訳』
12．金地院崇伝の「排吉利支丹文」と徳川初期の排耶書
13．島原・天草一揆から幕末までのキリシタン稗史
14．明治の文学者とキリシタン版――芥川龍之介『奉教人の死』――
15．フィードバックとまとめ：日本宗教史におけるキリシタン版とキリスト教

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（20点）と学期末のレポート（80点）により評価する。 
なお、レポートについては到達目標の達成度に基づき評価をおこなう。

 [教科書]
教科書は使用しない。
講義テーマごとにレジュメおよび資料プリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
五野井隆史 『キリシタン信仰史の研究』（吉川弘文館、2017年）ISBN:978-4642034791
豊島正之編 『キリシタンと出版』（八木書店、2013年）ISBN:978-4840622073
米井力也 『キリシタンと翻訳――異文化接触の十字路』（平凡社、2009年）ISBN:978-4582834628

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考文献は各テーマごとに授業内で随時紹介していくが、本講義全体に関わるものを「参考書」欄
に挙げておくので、各回の授業でとりあげる内容について、当該する箇所を事前に目を通し、理解
に役立てて欲しい。また授業後には、講義では概略のみ説明した部分について、紹介した参考文献
で調べるといった積極的な取り組みを望む。

（その他（オフィスアワー等））
基本的に講義形式でおこなうものの、ミニッツペーパー（リフレクションカード）などを通して、
受講者各人の疑問や主体的関心にも配慮して授業を進める。また授業外学習において生じた質問等
については次週以降の授業前後に口頭で尋ねる時間を設ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系６８

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

西南学院大学　　　　
国際文化学部 准教授 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  初期キリスト教の教父思想と諸哲学

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、初期キリスト教思想史および教父たちに関する基礎的な知識を提示することに
ある。人間理性によって神や真理を完全に捉えられるとする諸哲学の立場は、啓示によってしか神
に到達することはできないと説く教父たちには受け入れられないものであった。しかしながら、教
父たちの中には、神や真理に近づくために、信仰のみならず、哲学および理性も有用なものと理解
し、教理の発展に積極的に取り入れようとする者たちもいた。その過程と葛藤は、彼らの説いた、
創造、時間、ロゴスなどの諸概念の中に窺われる。本講義では、神学と哲学の間にあった緊張関係
に目を向けつつ、教父たちが形成した教理や諸概念を分析する。

 [到達目標]
主として4世紀くらいまでの教父たちに関する基本的な知識を身に付け、彼らの主要な文献を分析
しながら、初期キリスト教における教父思想を歴史的に位置づけ、吟味することができる。

 [授業計画と内容]
・本講義は基本的に以下の講義計画に基づく。尚、集中講義は５日間（1日３コマ）を予定してお
り、そのうち１コマは英語の基礎的な教父文献（教科書を参照）を講読する。
【第１回】「教父学概論」
【第２回】「使徒教父と護教家」
【第３回】「文献講読：教父学概論」
【第４回】「反異端教父」
【第５回】「キリスト教と諸哲学」
【第６回】「文献講読：使徒教父」
【第７回】「無からの創造」
【第８回】「ロゴス論」
【第９回】「文献講読：護教家」
【第10回】「天使と悪魔」
【第11回】「否定神学」
【第12回】「文献講読：反異端教父」
【第13回】「人間論」
【第14回】「文献講読：東方教父」
【第15回】「フィードバックおよびレポート等に関する解説とまとめ」

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・平常点（授業への取り組み・英文和訳・発言など）・・・ 50点
・レポート・・・ 50点

 [教科書]
Hubertus R. Drobner 『The Fathers of the Church: A Comprehensive Introduction』（Baker Academic）
ISBN:978-0801098185（translated by Siegfried S. Schatzmann, 2016）

 [参考書等]
  （参考書）
J.N.D. ケリー 『初期キリスト教教理史 上 使徒教父からニカイア公会議まで』（一麦出版社）ISBN:
978-4863250185（2010年）
J.N.D. ケリー 『初期キリスト教教理史 下 ニカイア以後と東方世界』（一麦出版社）ISBN:978-
4863250192（2010年）

 [授業外学習（予習・復習）等]
英語の文献講読は、参加者全員で和訳しながら進めていくので、予習を必ずしておくこと。尚、テ
キストについては講読箇所のみを事前もしくは第一回目の講義で配布する。

（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。



思想文化学系６９

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(特殊講義)
Christian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　神学部 教授 村上　みか

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  スイス宗教改革研究

 [授業の概要・目的]
　スイス宗教改革の成立と展開のプロセスを、教会史、神学史のみならず、政治史、社会史の視点
より考察する。テーマとしてはスイス宗教改革の発端となったチューリヒ、そこに生まれた再洗礼
派、そして世界的影響力を持ったジュネーヴを取り上げ、それぞれの改革や教会形成について学ぶ。
また改革者ツヴィングリやカルヴァンの神学が、現実の改革や論争の中で展開された様子を学び、
その歴史的意義について考察する。
　授業は講義と文献講読により進められる。　

 [到達目標]
・宗教改革の成立と展開について歴史的に理解することができるようになる。
・宗教改革の諸神学を理解し、その意義を歴史的に考察する力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
１．授業概要の説明
【チューリヒの宗教改革】
２．前史（政治、社会、教会)
３．ツヴィングリの生涯
４．ツヴィングリの神学
５． 宗教改革の導入
６．ツヴィングリ神学の展開
【再洗礼派】
７．スイス兄弟団の形成       
８．「シュライトハイム信仰告白」
９． 各地における諸運動の展開(フッター派、メノナイト派)
【ジュネーヴの宗教改革】
10．前史（政治、社会、教会)、宗教改革の導入
11．カルヴァンの生涯
12．カルヴァンの神学(1)
13．カルヴァンの神学(2)
14．カルヴィニズムとその世界史的影響
15．＜総括＞ フィードバック

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（議論への参加）：30点
期末レポート：70点（問題を歴史的文脈の中で考察し、それを独自の言葉で表現できているかを評
価のポイントとする。)

 [教科書]
テキストは授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
A.E.マクグラス（高柳俊一訳） 『宗教改革の思想』（教文館、2000年）ISBN:978-4-7642-7194-4
Ｃ．エルウッド（出村彰訳) 『はじめてのカルヴァン』（教文館、2007年）ISBN:978-4-7642-6665-0

 [授業外学習（予習・復習）等]
ノートと配布資料をもとに復習を行い、次回の授業に臨んでください。

（その他（オフィスアワー等））
授業時の議論への積極的な参加を期待します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７０

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──無教会キリスト教の系譜（９）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
無教会キリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思想の重要な局
面の解明がめざされている。今年度前期は、昨年に引き続き、無教会キリスト教の創始者である内
村鑑三のテキストを読み進める。

 [到達目標]
・無教会キリスト教の思想史的また現代的な意義について、具体的な問題状況に即した説明ができ
るようになる。
・内村鑑三のキリスト教思想について、内村の日本論を通して、具体的な理解を深めることができ
る。
・キリスト教思想における日本論について考える手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、内村鑑三『世界の中の日本』（内村鑑三選集第４巻、岩波書店）に収録の諸論考
を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
内村鑑三 『世界の中の日本』（岩波書店）ISBN:4-00-091584-3
 テキストは、使用部分について、コピーを用意する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７１

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──賀川・徐・栗林──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
さまざまな近現代のキリスト教思想の担い手たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト
教思想の重要な局面の解明がめざされている。今年度後期の演習では、近代日本を代表するキリス
ト教思想家・実践家である賀川豊彦のテキストを、栗林輝夫の賀川論を参照しつつ、さらに韓国の
神学者徐南同の思想との対論において読み進めてみたい。

 [到達目標]
・東アジアのキリスト教思想の動向とその現代的意義について、具体的な問題状況に即した説明が
できるようになる。
・韓国神学として世界的に知られる民衆神学について、その代表的な思想家のテキストを通して、
深く理解することができるようになる。
・賀川豊彦のキリスト教思想についての理解を深めるとともに、その意義を東アジアの文脈におい
て考察するための手がかりを得ることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、賀川豊彦、栗林輝夫、徐南同のテキストに所収の諸論考を、担当者の解説を通して、
順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
賀川豊彦 『賀川豊彦全集４』（キリスト新聞社）ISBN:0316-400277-6100
徐南同 『民衆神学の探究』（新教出版社）ISBN:4-400-31527-4
栗林輝夫 『日本で神学する』（新教出版社）ISBN:978-4-400-31067-9
演習で扱う諸論考については、コピーを準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７２

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想の基本文献を読む 

 [授業の概要・目的]
キリスト教思想を理解し、研究するには、その基本的な文献を広くまた深く読むことが必要である。
この演習では、近代以降のドイツ語による文献を精読することによって、キリスト教思想研究に必
要な文献読解力の向上をめざす。

 [到達目標]
・ドイツ語テキストを精読することによって、ドイツ語テキストに基づいたキリスト教思想を研究
する上で必要な基礎的な学力を養うことができる。
・近代キリスト教思想に関する基本的事項の理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
　今年度は、昨年度に引き続き、ティリッヒのキリスト教思想に関わる文献から、次のものを取り
上げ、演習を行う。
Paul Tillich, Vorlesungen ueber Geschichtsphilosophie und Sozialpaedagogik (Frankfurt 1929/30), 
Ergaenzungs- und Nachlassbaende zu den Gesammelten Werken XV, De Gruyter, 2007.
第１回：オリエンテーション（演習の目的、進め方などの説明）
第２回：ティリッヒ神学の概観（講義）と演習担当者の決定
第３～15回：担当者によるテキストの精読と討論

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７３

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  新約聖書とその思想─パウロ研究（６）─

 [授業の概要・目的]
新約聖書は、キリスト教思想の基盤であり、キリスト教思想研究を志す者には、聖書原典を読む能
力（語学・聖書学・聖書神学など）が求められる。本演習ではギリシャ語原典の講読を通して現代
聖書学の基礎の習得を目指す。

 [到達目標]
・新約聖書原典を聖書学的な手続きにおいて、また注解書を参照しつつ、読解する力を養うことが
できる。
・パウロの神学思想の基本事項を理解することができる。
・パウロ神学の現代的意義を論じるための基礎を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　本年度は、昨年度に続き、多岐にわたる新約聖書の思想の内から、パウロのローマの信徒への手
紙の第６章を講読し、パウロのテキストに即しつつその思想の内実へと迫ることを試みたい。本演
習では、各種の辞書の使用法から、聖書注解書の扱い方といった、聖書テキストを読解する上で必
要となる基礎的作業の習熟を目指す。受講者には、パウロの思想の理解を深めるために、Cranfield
の注解書（ICC）などの注解書の参照が求められる。
　また、昨年度に続き、N.T.Wright, The Paul Debate. Critical Questions for Understanding the Apostle, 
SPCK, 2015. の講読を並行して行う予定である。

 [履修要件]
ギリシャ語初級文法を習得していること（必要があれば、個別的に相談）。

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

 [教科書]
聖書ギリシャ語原典(Nestle-Aland 28)の関連箇所と、英語（あるいは日本語）テキストのコピーを配
付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７４

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学(演習)
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ボンヘッファーの主なテキストを原典で読む。

 [授業の概要・目的]
ボンヘッファーのドイツ語テキストを読みこなす。
1906年生まれのドイツ人牧師・キリスト者ボンヘッファーは、当時のドイツの教会の多くがナチス
に協力したのに対して、ヒトラーに激しく抵抗運動を展開しました。彼は「汝殺すなかれ」を戒め
とするキリスト者であり、かつ非暴力主義者ガンジーの影響も受けていました。時代の流れに逆ら
い、反ナチス運動で逮捕されてからも獄中から多くの書簡を書き、その言葉の数々は現代の私たち
にも、良心に生きるとはいかなることかを問い続けています。彼の書いたテキストを原典で読んで
いきます。

 [到達目標]
ボンヘッファーは、1945年4月9日独裁者ヒトラーの暗殺計画に加担した容疑でナチスにより処刑さ
れました。彼はヒトラーの危険を当初から見抜き、そのユダヤ人政策を批判し、最後には文字通り
命を賭してナチスの暴走を止めようとしたのであります。ナチス以降もしくはホロコースト以降の
ドイツで、ボンヘッファーにキリスト者として生きる１つのモデルが求められているのも事実です。
どのような論理・倫理でもって、キリスト者・牧師でありながら、暴力や殺人をも許容するヒトラ
ー暗殺・クーデター計画に乗り出したのか、この問題を究めるため、その決定的瞬間にまで至るプ
ロセスをボンヘッファー当人のテキストに則して検討します。

 [授業計画と内容]
ボンヘッファーは現代的意味でもその存在が注目されているドイツの宗教者・神学者であります。
彼を理解するため、次のような進行を予定しています。
第１回～第３回　ボンヘッファーのおいたち
第４回～第６回　カール・バルトとの関係
第７回～第９回　ニーメラーと告白教会
第10回～第12回　ボンヘッファーと「信仰告白」
第13回～第15回　ボンヘッファーの現代的意義

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に出席・発表点に基づく。必要に応じて、試験・レポートを課す。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『ボンヘッファーを読む』（現代書館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意するテキスト教材を、授業の前後（予習・復習）に確実に準備してもらう。

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



思想文化学系７５

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  平安時代前期彫刻史研究②

 [授業の概要・目的]
　平安時代前期（８世紀末から１０世紀初期）の彫刻史の展開を論じる第二期目の授業で、平安時
代の９世紀半ば頃から９世紀末に至る頃までの彫刻史を取り上げる。具体的には、平安時代半ば頃
に造られたとみられる神護寺五大虚空蔵菩薩像や、広隆寺講堂阿弥陀如来像から始め、９世紀末頃
に造られた仁和寺阿弥陀三尊像に至る諸像の問題を検討していく予定である。この時代の仏像製作
は、奈良時代の伝統を継承したような乾漆併用像が権門の発願によって盛んに造られており、さら
にいわゆる純粋木彫系の仏像も数多く造られ、多様な展開が認められる。そのためもあって膨大な
先行研究があるが、この授業ではこれらの先行研究に先ず目を向けた上で、近年の歴史学や考古学
を含む最新の研究成果を紹介しながら授業を進め、この時期の彫刻史の動向についての理解を深め
る。   

 [到達目標]
平安時代前期の主要な彫刻を概観した講義を受けることで、古代彫刻の宝庫であるこの時期の美術
の中枢を学び、日本の古代文化の造詣をより一層深めることができるようになる。

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。

第１回目　　　　　はじめに 
第２回目　　　　　神護寺五大虚空蔵菩薩 
第３,４回目　　 　広隆寺講堂阿弥陀如来像 
第５，６回目　　　安祥寺五智如来像 
第７回目　 　 　　東寺西院不動明王像 
第８回目　　　　　乾漆併用木彫像の系譜の広がり 
第１１回目　　　　９世紀後半の彫刻史の展望 
第９，１０回目　　檀像をめぐる問題 
第１２，１３回目　仁和寺阿弥陀三尊像 
第14回目　　　　　まとめ 
第15回目　　　　　フィードバック　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、実際に見ることが出来るものが多いので、できるだけ実物を見てくださ
い。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７６

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  平安時代前期彫刻史研究③

 [授業の概要・目的]
　平安時代前期（８世紀末から１０世紀初期）の彫刻史の展開を論じる第三期目の授業で、平安時
代９世紀末頃から１０世紀前半までの彫刻史を主に取り上げ、さらにその後の展開にも触れていく。
具体的には、９世紀末頃の仁和寺阿弥陀三尊像や清凉寺阿弥陀三尊像から始め、１０世紀半ばの岩
船寺阿弥陀如来像などの問題を検討し、さらにその後の展開を知るために六波羅蜜寺十一面観音像
などの１０世紀後半に製作された諸像の様子も少し窺う予定である。この時代の仏像は、１１世紀
前半に大成される和様が形成される時期に当たり、京都を中心に和様化の様々な取り組みが行われ
ている。いわゆる国風文化形成期に当たり、仏像の様式も大きく変化していったのである。この時
期の仏像についても、て膨大な先行研究があるが、この授業ではこれらの先行研究に先ず目を向け
た上で、近年の歴史学などの最新の研究成果にも目を向けながら授業を進め、この時期の彫刻史の
動向についての理解を深める。   

 [到達目標]
平安時代前期の主要な彫刻を概観した講義を受けることで、古代彫刻の宝庫であるこの時期の美術
の中枢を学び、日本の古代文化の造詣をより一層深めることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。 

第１回目　　　　 はじめに 
第２回目　　　 　仁和寺阿弥陀三尊像と９世紀第四四半期の彫刻 
第３回目　　　 　和歌山・慈尊院弥勒仏像 
第４，５回目　　 清凉寺阿弥陀三尊像 
第６回目　 　    東寺食堂千手観音像と四天王像 
第７回目　　　 　室生寺金堂諸尊像の問題 
第８～１０回目　 醍醐寺創建期仏像の諸問題 
第１１回目　　　 法性寺千手観音像と和様化にかかわる問題 
第１２回目　　　 岩船寺阿弥陀如来像と六波羅蜜寺千手観音像① 
第１３回目　　　 六波羅蜜寺十一面観音像②　　 
第１４回目　　　 まとめ 
第１５回目　　　 フィードバック

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート８０％、出席状況２０％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、実見できるものが多いので、出来るだけ実物を見てもらいたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７７

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教画をめぐる考察―祈念画と墓碑画を中心に

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察することで、
美術史学の思考法や研究法を習得することにある。本年度前期は、キリスト教における画像の役割
と芸術家の創意について、特に祈念画と墓碑画に注目し、イタリアおよび北方ヨーロッパの中世末
期から近世初頭の諸作例の具体的な分析を行いつつ、考察する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、深く理
解する。
・キリスト教における画像の役割と宗教画を描く際の芸術家の創意工夫について、特に祈念画と墓
碑画を中心に、見識を一層深める。

 [授業計画と内容]
西欧では、偶像崇拝を禁止するキリスト教の基本理念にもかかわらず、宗教心をかきたて祈りを促
すため、様々な機能をもった画像が発達した。本授業では、中世末期から近世初頭にかけて制作さ
れた各種の宗教画のなかでも、特に祈念画と墓碑画に注目して、それぞれの機能と表現の在り方を
理解するとともに、こうした絵画を描くに際して画家が行う芸術的創意と宗教的機能の調停の工夫
について、考察する。授業は、講義形式と、受講生がそれぞれ課題を選んで口頭発表を行う発表形
式を織り交ぜながら行う。基本的にプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理
解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション―キリスト教における画像の使用
第2回～第3回　個人空間での祈りと祈念画
第4回～第8回　祈念画の変容と芸術作品としての絵画の誕生
第9回～第11回　死者を追悼する絵画―墓碑画
第12回～第14回　墓碑画と芸術表現
第15回　まとめ
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、口頭発表、議論への参加など）で評価を行う。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
口頭発表やレポート作成に際しては、各自、関連する文献を読み、それに基づいて調査研究するこ
とが必要となる。そのための授業外学習には十分な時間を確保してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加
してほしい。
・美術史研究の初心者でも意欲のある者には授業に参加して課題の口頭発表を行えるよう、基本文
献の紹介や口頭発表資料の作成指導も、必要に応じて行う。
・日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよ
うに心がけること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７８

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  花の静物画の成立と展開

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋美術史上の特定の事象を取り上げて、多角的な視点から深く考察すること
にある。本年度後期は、近世ヨーロッパ絵画における花の描写の発展と花の静物画の成立について、
関連する諸作例の具体的な分析を行いつつ、考察する。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析、同時代の美術理論や古文書読解などの美術史学の方法論について、深く理
解する。
・花の静物画の成立の経緯について、いっそう見識を深める。

 [授業計画と内容]
ヨーロッパにおける花の静物画の絵画ジャンルとしての成立は17世紀初頭にさかのぼる。本授業で
は、15世紀以降徐々に培われた花の描写に対する関心とそれを反映した諸事例について、造形的、
宗教的、博物学的観点から検討する。次いで、フフナーヘル、サーフェリー、ヤン・ブリューゲル
など、花の静物画の誕生に寄与した芸術家たちの活動について分析し、ヨーロッパにおける花の静
物画成立の背景について、多角的に考察する。授業は、講義形式と、受講生がそれぞれ論文や作品
を選んで口頭発表を行う発表形式を織り交ぜながら行う。基本的にプランに従って講義を進めるが、
講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション―美術史における花の静物画
第2回～第4回　扉に描かれた花―メムリンクとルードガー・トム・リンク
第5回～第6回　古代の花綱装飾の復活とラファエロ工房
第7回～第9回　写本装飾とフフナーヘル一族
第10回～第14回　ヤン・ブリューゲルとサーフェリー―花の静物画の考案をめぐって
第15回　まとめ

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

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

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
口頭発表やレポート作成に際しては、各自、関連する文献を読み、それに基づいて調査研究するこ
とが必要となる。そのための授業外学習には十分な時間を確保してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心に授業に参加
してほしい。
・美術史研究の初心者でも意欲のある者には授業に参加して課題の口頭発表等を行えるよう、基本
文献の紹介や口頭発表資料の作成指導も、必要に応じて行う。
・日ごろから美術一般について幅広い関心をもち、展覧会や美術館等を訪れて実作品を鑑賞するよ
う心がけること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系７９

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  美学史研究―カント『純粋理性批判』の感性論的意義（ヘルダーの批判を顧慮して）―

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、美学史の再構築を通じて美学研究の（一つの）ありようを示すことにある。今学
期は、カントの主著『純粋理性批判』（第2版1787年）を、近年進展しつつある美学の感性論的
(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ることによる「感性の学」としての自己規定――とい
う視点から再読し、美学史の中に新たに位置づけることを試みる。その際、同書に対する最初期の
批判であるヘルダーの『純粋理性批判のメタ批判』（1799年）を、参照軸として設定する。近代美
学の出発点となった『判断力批判』（1790年）ではなく、なぜ『純粋理性批判』なのか？――この、
当然提起されるべき問いに対する回答は、今学期の授業全体を通じて与えられることになるだろう。

 [到達目標]
・一次文献に基づく美学／感性論（史）研究の方法に習熟する。
・近世美学の諸相について、見識を深める。

 [授業計画と内容]
以下の各テーマについて講述する。各テーマには、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で
指示した週数を充てる。基本的に講義形式で進めるが、途中で受講生による関連文献要約発表を取
り入れる。
1. 導入【1～2】
2. ヘルダー『純粋理性批判のメタ批判』の視点【6～7】
3. 2に対してカントからいかなる再批判が可能か？【3～4】
4. 論争の後世への影響【2～3】
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
美学講義を履修済みであることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率を乗じて評価する。ただし、関連文献要約発表を授業内に行う
ことで、レポート試験に代えることができる。レポートおよび発表については、到達目標の達成度
に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
岩城見一 『〈誤謬〉論―カント『純粋理性批判』への感性論的アプローチ―』（萌書房）ISBN:
4860650204
その他、授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を手がかりに、自らの関心・問題意識に照らして芋づる式に関連文献を
渉猟調べること。授業中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。これらの
作業が、レポートあるいは発表の土台となる。

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



思想文化学系８０

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代美学研究―日常生活の感性論―

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、現代美学の研究・議論状況の一端を提示することにある。今学期は、美学の感性
論的(aisthetic)転回――その語源aisthesisに立ち返ることによる「感性の学」としての自己規定――
の進展に伴って生じた「日常生活の感性論」に焦点を当て、そこでどのような事柄がどのように論
じられているかを概観し、その意義と限界そして応用可能性を考察する。

 [到達目標]
現代美学の研究・議論状況を理解し、それを自らの研究に応用することができる。

 [授業計画と内容]
最初の数回を導入（「日常生活の感性論」とは何か、どのような経緯で誕生したのか、等の問題の
考察）に充てた後、以下の各テーマをそれぞれ3～4回かけて講述する。基本的に講義形式で進める
が、途中で受講生による関連文献要約発表を取り入れる。
1. 貨幣の感性論
2. スポーツの感性論
3. 気象の感性論
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
美学講義を履修済みであることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
100点満点のレポート試験に出席率を乗じて評価する。ただし、関連文献要約発表を授業内に行う
ことで、レポート試験に代えることができる。レポートおよび発表については、到達目標の達成度
に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
西村清和（編） 『日常性の環境美学』（勁草書房）ISBN:9784326653706
Andrew Light and Jonathan M. Smith (eds.) 『The Aesthetics of Everyday Life』（Columbia University 
Press）ISBN:9780231135023
Yuriko Saito 『Everyday Aesthetics』（Oxford University Press）ISBN:9780199278350
その他、授業中に紹介する。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を手がかりに、自らの関心・問題意識に照らして芋づる式に関連文献を
渉猟調べること。授業中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。これらの
作業が、レポートあるいは発表の土台となる。

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



思想文化学系８１

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術研究

 [授業の概要・目的]
　東アジアで制作された仏教美術の遺品から重要な作例を取り上げて、関連する諸資料を参照しつ
つ意味内容を読み解き、派生する問題に検討を加える。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術で
あること」「東アジアにとって仏教が外来宗教であること」に特に留意し、最新の研究成果を反映
して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を構造的に把握することをめざす。

 [到達目標]
  近年の東アジア仏教美術研究における主要な論点について理解を深め、考察を行うための足がか
りを得る。 
 

 [授業計画と内容]
　本年度前期は仏教文化史上巨大な足跡をのこした玄奘三蔵の事績と文物（主に唐宋時代）の関係
に注目し、高僧の旅や祖師の顕彰と美術品の関係の問題について、検討を加える。各項目には【　
】に示した週数を充当する。講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じ、講義担当者が定める。 
１．本講義の視点と問題意識【１～２週】 
２．玄奘天竺行の虚実と仏教美術【３～４週】 
３．祖師としての玄奘の顕彰と仏教美術【３～４週】 
４．（比較材料としての）鑑真和上の旅と関連文物【２～３週】 
５．まとめと総括【１～２週】 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末のレポートにより評価する。レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。独自
の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　仏教美術鑑賞の基礎知識を得ておくことが望ましい。授業の前後を問わず、美術全集や各種図録
を通して、また博物館や社寺において、作品に親しむ機会を積極的に作ってほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８２

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術研究

 [授業の概要・目的]
　東アジアで制作された仏教美術の遺品から重要な作例を取り上げて、関連する諸資料を参照しつ
つ意味内容を読み解き、派生する問題に検討を加える。考察にあたっては「仏教美術が宗教美術で
あること」「東アジアにとって仏教が外来宗教であること」に特に留意し、最新の研究成果を反映
して、造形作品や視覚イメージの生成・伝播等の実態を構造的に把握することをめざす。

 [到達目標]
　近年の東アジア仏教美術研究における主要な論点について理解を深め、考察を行うための足がか
りを得る。 

 [授業計画と内容]
　本年度後期は、祖師及び羅漢を扱った遺品（主に唐宋時代）に注目し、重要作例数件の読解を起
点として、派生する諸問題に検討を加える。各項目には【　】に示した週数を充当する。講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が
定める。 
１．本講義の視点と問題意識【１～２週】 
２．唐宋時代の高僧像とその仏教美術史上の意義【４～５週】 
　　　テーマ：十大弟子像、伝法祖師群像など 
３．唐宋時代の羅漢図とその仏教美術史上の意義【５～６週】 
　　　テーマ：十六羅漢図・五百羅漢図など 
４．まとめと総括【１～２週】
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末のレポートにより評価する。レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。独自
の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　仏教美術鑑賞の基礎知識を得ておくことが望ましい。授業の前後を問わず、美術全集や各種図録
を通して、また博物館や社寺において、作品に親しむ機会を積極的に作ってほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８３

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アヴァンギャルド音楽の系譜と没落

 [授業の概要・目的]
「前衛音楽」とはきわめて２０世紀的な歴史的現象である。言い方を変えれば、「前衛的である」
ことは今や既に古びた過去となったと言ってもいい。しかし２０世紀のとりわけ第二次大戦後の西
側における１９５０・６０年代の音楽は、アヴァンギャルド芸術の一つの頂点であり、今こそ新た
にそれが提起した問題に新たな光を当てることの意味はある。前期は第一次大戦勃発前後における
前衛音楽の勃興、戦間期における反動、そして第二次大戦後の西側の前衛音楽の系譜をたどる。  

 

 [到達目標]

２０世紀後半の音楽史潮流を、とりわけ１９５０・６０年代における現代音楽ならびにモダンジャ
ズの歴史を中心として、その基本知識を習得すること。  

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：第一次大戦前夜と新音楽の誕生 
4－6回：戦間期の新古典主義と反動 
7－9回：ロマン派的内面芸術としての新ウィーン楽派 
10－12回：第二次大戦後のアメリカの国策としての前衛音楽 
13－15回：音楽の科学化とセリー音楽

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する。。  

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『西洋音楽史』（中公新書）

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

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



思想文化学系８４

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アヴァンギャルド音楽の系譜と没落

 [授業の概要・目的]
「前衛音楽」とはきわめて２０世紀的な歴史的現象である。言い方を変えれば、「前衛的である」
ことは今や既に古びた過去となったと言ってもいい。しかし２０世紀のとりわけ第二次大戦後の西
側における１９５０・６０年代の音楽は、アヴァンギャルド芸術の一つの頂点であり、今こそ新た
にそれが提起した問題に新たな光を当てることの意味はある。後期は前衛音楽が一方でロマン派的
な主体表現の芸術であったと同時に、とりわけ第二次大戦後は熱烈に「科学」たらんとした両義性
を理解し、かつ７０年代におけるその没落を論じる。 

 [到達目標]
第二次大戦後の前衛音楽における科学化とそれが半ば必然的にもたらした１９７０年代における音
楽のテクノ化そして前衛の没落を理解すること。また前衛芸術に対して与えたポストモダン的美学
の打撃について考える。  

 [授業計画と内容]
予定しているのは以下のテーマであり、それぞれに3回程度の授業を充てる予定である。 
1－3回：１９７０年代の音楽のルーツとしてのジョン・ケージ 
4－6回：ノイズと電子音楽の魅惑 
7－9回： 東側の音楽への一瞥 
10－12回：前衛の挫折：シュトックハウゼン、ブーレーズ、マイルス・デイヴィス 
13－15回：１９７０年代または１９世紀ロマン派の終焉

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配る予定。

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『西洋音楽史』（中公新書）
 

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

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



思想文化学系８５

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　文学部 教授 河野　道房

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文人画史研究

 [授業の概要・目的]
東アジア美術の中心である中国の，文人画の歴史を考察する。具体的には，北宋末期に成立した文
人余戯の花卉雑画，江南系山水画の影響を受けた元代董巨派山水画などが，文人の絵画として認識
されてゆく過程を考察し，元末四大家において文人山水画様式が確立することを確認する。以後，
明代呉派から明末清初の正統派まで概観し，江戸時代後期の日本の文人画にも触れる。

 [到達目標]
文人や文人画とは何かを理解し，中国の代表的文人画を知り，日本の文人画とどのように異なるの
か確認することを目標とする。

 [授業計画と内容]
1 授業概要，ガイダンス　文人画概要 
2 文人画の定義１　古代・中世の認識 
3 文人画の定義２　近世・近代の認識 
4 古代・中世の画家　顧愷之・閻立本 
5 文人画の始まり１　北宋末期の花卉雑画 
6 文人画の始まり２　蘇軾・文同・米フツ
7 文人画の始まり３　趙孟堅，梅譜・竹譜 
8 江南系山水画の歴史　董源・巨然・米友仁 
9 文人画の確立１　趙孟フの山水画・その他 
10 文人画の確立２　元代董巨派 
11 文人画の確立３　元末四大家 
12 文人画の展開１　明代呉派　沈周・文徴明 
13 文人画の展開２　董其昌と南北二宗論 
14 日本の文人画１　百川・淇園・長崎派 
15 日本の文人画２　大雅・蕪村・竹田・揚州八怪

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価方法：　レポート試験＋小テスト

　レポート８割、小テスト２割

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
適宜、プリント資料を配付する。

 [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]
各回のテーマごとに、図版等で作品を確認すること。

（その他（オフィスアワー等））
質問等はメールで。アドレスは開講時に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８６

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知教育大学　教育学部　准教授 安田　篤生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  狩野探幽研究

 [授業の概要・目的]
江戸時代前期を代表する絵師の一人である狩野探幽ついて、代表作を中心に考察する。探幽はそれ
までの狩野派の様式を「一変」させた絵師として江戸時代から認識されているが、各分野において
探幽がいかにして新様式を打ち立て、また流布していったのかを中心に扱い、時代背景などと対照
させて理解を深める。

 [到達目標]
美術史学の基本である、作品や絵師の研究方法を理解し、作品が制作された時点における時代状況
や先行作品を踏まえて制作される個々の作品の特質や展開について考察できるようになる。

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

本講義の概略と問題の所在〔１週〕
１．探幽の伝記と時代背景〔１週〕
２．江戸時代における探幽評価〔１週〕
３．障壁画を中心とした狩野派絵画史〔１週〕
４．二条城二の丸御殿障壁画〔１週〕
５．名古屋城上洛殿障壁画〔１週〕
６．大徳寺本坊障壁画〔１週〕
７．探幽の着色花鳥図〔１週〕
８．着色花鳥図における新様式〔２週〕
９．着色花鳥図の流派様式への展開〔２週〕
10．版本による新様式の流布〔１週〕
まとめ〔１週〕
フィードバック〔第15週〕

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（作品や文献資料、社会的背景などに対する分析を踏まえた記述の論理性など、論述内容
を到達目標に基づき評価する）による。

 [教科書]
使用しない
必要な資料は適宜配布する。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
附属図書館に配架されている美術全集や市販の書籍、展覧会などを通して、江戸時代前期の絵画史
の展開について予習するとともに、授業内容の復習をすること。また、先行論文の予習を指示する
場合がある。

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



思想文化学系８７

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

 [授業の概要・目的]
芸術の存在あるいは生成という主題をめぐって、とりわけ現代美術や現代思想におけるアクチュア
ルな議論を参照しつつ探究する。

 [到達目標]
各自の研究テーマとのかかわりの中で、広義の芸術あるいは創造行為が果たす役割について知見・
洞察を深めること。

 [授業計画と内容]
１．現代の芸術あるいは美学にかかわる問題を象徴的に表している議論や事例を取り上げ、論述す
る。
２．受講者が各自の研究テーマとの関連においてこれを引き受け、考察を行う。
３．それぞれの考察に対して、上の議論とのかかわりから、あるいはより広い美学・芸術学の見地
からコメント・論評を行う。
４．講義で扱われたテーマで論文を書くとすればどのような形が可能であるか、各自の研究の進展
状況を踏まえつつ指導する。

 [履修要件]
後期の連続的な履修が望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告および議論の内容による。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８８

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(特殊講義)
Aesthetics and Art History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

 [授業の概要・目的]
芸術の存在あるいは生成という主題をめぐって、とりわけ現代美術や現代思想におけるアクチュア
ルな議論を参照しつつ探究する。

 [到達目標]
 各自の研究テーマとのかかわりの中で、広義の芸術あるいは創造行為が果たす役割について知見・
洞察を深めること。

 [授業計画と内容]
１．現代の芸術あるいは美学にかかわる問題を象徴的に表している議論や事例を取り上げ、論述す
る。
２．受講者が各自の研究テーマとの関連においてこれを引き受け、考察を行う。
３．それぞれの考察に対して、上の議論とのかかわりから、あるいはより広い美学・芸術学の見地
からコメント・論評を行う。
４．講義で扱われたテーマで論文を書くとすればどのような形が可能であるか、各自の研究の進展
状況を踏まえつつ指導する。

 [履修要件]
前期の連続的な履修が望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告および議論の内容による。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系８９

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美術史学における様式概念の形成

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養うととも
に、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するドイツ語専門文献を的確に読解する能力を習得する。
・美術史学における様式概念の形成と発展についての知見をさらに深める。

 [授業計画と内容]
本年度は、Caecilie Weissert (ed.), Stil in der Kunstgeschichte, Darmstadt, 2009 所収論文の精読を通じて、
美術史学のにおける主要概念の一つである様式概念について理解を深めるとともに、美術史学の思
考法について多角的に考察する。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　上記論文集の所収論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
・中級程度のドイツ語を習得していること。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系９０

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美学史研究―メンケ『力』を読む―

 [授業の概要・目的]
本授業では、美学にかんするドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養うととも
に、美学の諸問題について理解を深めることを目指す。今学期は、美学という学問の成立史を「力
(Kraft)」という概念から要領よくまとめたメンケ『力』（2008年）を読む。同書の属するSuhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft (STW)シリーズは、日本の「新書」に相当し、これを読みこなせることが
専門研究への第一歩である。

 [到達目標]
・美学にかんするドイツ語文献を的確に読解する能力を習得する。
・美学史についての知見を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　導入
テクストおよび参考文献を紹介・解説し、授業の進め方と準備の方法を周知する。
第2回～第14回　テキストの講読
テクストを精読し、内容についても議論する。受講者のドイツ語読解能力によって進度は大きく異
なるため毎回の予定を示すことはできないが、原則として毎回の授業で1人1回は訳読を課す。理解
が困難な専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。
第15回　まとめ
講読の成果を総括・議論する。

 [履修要件]
中級程度のドイツ語を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（毎回の訳読状況）によって評価する。
理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には、単位認定を行わない。

 [教科書]
Christoph Menke 『Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie』（Suhrkamp）ISBN:
9783518298251（講読箇所のコピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
クリストフ・メンケ（柿木他訳） 『芸術の至高性――アドルノとデリダによる美的経験』（御茶の
 水書房）ISBN:9784275008695

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

その他、授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
講読箇所を翻訳し内容を説明できるように不明な単語・事項を調べておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のドイツ
語能力の向上にも努めてほしい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系９１

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都工芸繊維大学
工芸学部 准教授 永井　隆則

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  セザンヌ受容の研究

 [授業の概要・目的]
フランスの画家、ポール・セザンヌ（Paul Cezanne,1839-1906)のフランスにおける受容の問題につ
いて、以下を講読しながら講じる。

Gustave Geffroy, Paul Cezanne, Seguier, Paris, 1995(初出、1894,1895,1901) 

 [到達目標]
19-20世紀の美術批評を読む能力を習得できる。
19-20世紀のフランス近代美術史研究に関する諸問題を理解する事ができる。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス（受講者の受講動機、専門分野等に関してアンケートを実施する）
第2回　アンケートに基づいて、受講者一人一人に情報提供を行う。
第3回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第4回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第5回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第6回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第7回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第8回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第9回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第10回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第11回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第12回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第13回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第14回　Gustave Geffroy, Cezanneを受講者に、毎回、一文一文、翻訳して頂く。
第15回　フィードバック（アンケートを実施し、学生諸君に、授業に関する疑問点、改善点等や今
後の課題に関して回答して頂き、教員がこれにお応えする）

 [履修要件]
講読予定のフランス語テキストはガイダンスの日に配布する。
フランス語文法の基礎知識を身につけていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の講読での翻訳発表（平常点：50点）と各自が各自の専門として選んだテーマに関するフラン
ス語テキストの翻訳（レポート：50点）に関して、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
永井隆則 『モダン・アート論再考ー制作の論理から』（思文閣出版）
永井隆則 『フランス近代美術史の現在ーニュー・アート・ヒストリー以後の視座から』（三元社）
永井隆則 『方法と探求　フランス近現代美術史を解剖する』（晃洋書房）

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

永井隆則 『＜場所＞で読み解くフランス近代美術』（三元社）

 [参考書等]
  （参考書）
永井隆則 『もっと知りたいセザンヌ』（東京美術）
永井隆則 『越境する造形ー近代の美術とデザインの十字路』（晃洋書房）
永井隆則 『デザインの力』（晃洋書房）
永井隆則 『セザンヌ受容の研究』（中央公論美術出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、講読を予定する頁を翻訳しておくこと。
適宜、教科書や参考書の中で指定した箇所を精読するよう補習を促す。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、終了後、メール等で随時、質問、相談に応じます。
アドレス：
t-nagai@kit.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。



思想文化学系９２

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都ノートルダム女子大学
人間文化学部 准教授　　 吉田　朋子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  17～18世紀のフランスにおける芸術論

 [授業の概要・目的]
17～18世紀のフランスにおける主要な芸術論について、基本的な知識を得ることを目的に、古典的
な著作André Fontaine,Les doctrines d'art en France; peintres, amateurs, critiques, de Poussin à Diderot,
1909(Skatkine Reprints 1970)から、適宜選んで精読する。

 [到達目標]
・美術史に関するフランス語の専門書を読むために必要な読解能力を習得する。
・17～18世紀のフランスにおける主要な芸術論に関する基本的知識を得る。

 [授業計画と内容]
（第1回）イントロダクション
テキストと注意事項について説明する。

（第2回）～（第15回）
André Fontaine,Les doctrines d'art en France; peintres, amateurs, critiques, de Poussin à Diderotから、数章
を読む。美術史的な知識の確認もあわせて行う。

※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
フランス語の中級以上の知識を身につけていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況と発表状況）40点と、レポート（指定する文献の訳文の提出）60点によって評価
する。
原則として５回以上欠席した場合は単位を認めない。

 [教科書]
コピーを配布する。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ウード・クルターマン 『美術史学の歴史』（中央公論美術出版）ISBN:4805502894
 『西洋美術研究第2号　美術アカデミー特集』（三元社）ISBN:4883030601

 [授業外学習（予習・復習）等]
予定箇所を読み、辞書を引き、文法事項も調べて、担当か所の訳文をつくっておくこと。
未知の事項は確認し、触れられている作品の画像は、何らかの手段で見てくること。

（その他（オフィスアワー等））
辞書や文法書を使用して予習してくること。質問や相談などは、授業前・授業中・メールで受け付
けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系９３

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  肖像画の諸問題

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するイタリア語文献の講読を通じて、イタリア語の実践的読解力を養うと
ともに、美術史の諸問題について理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・美術史に関するイタリア語専門文献を的確に読解する能力を習得する。
・西洋美術の主要ジャンルである肖像画について、知見を深める。

 [授業計画と内容]
本年度は、Enrico Castelnuovo, Ritratto e Società in Italia, curato da F. Crivello e M. Tomasi, Torino, 2015
などの講読を通じて、肖像画について多角的に理解することを目指す。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明する。参考文献や自習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の
進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第2回～第14回　肖像画に関する諸論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

第15回　期末試験

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
・中級程度のイタリア語を習得していること。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加し
てほしい。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に際しては、あらかじめテキストを各自精読し、不明な単語を調べ、文法構造を正しく理解し、
適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
ラジオやテレビ、講演会等、様々な機会を活用して、聞く、話す、書くといった読解以外のイタリ
ア語能力の向上にも努めて下さい。

※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。



思想文化学系９４

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(哲学)(講義)
Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  現代哲学入門

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

 [到達目標]
分析哲学や大陸哲学といった個々の学派の内部に閉じ籠ることなく、現代哲学の流れに関する包括
的な俯瞰図を得ることができる。また単に西洋哲学にとどまらず、他の思想伝統に対しても開かれ
た眼を養うことができる。さらに現在進行中の新たな哲学動向に触れることもできる。

 [授業計画と内容]
前期
１）カント：聖域（サンクチュアリ）に隔離された神
２）ヘーゲル：歴史的二級市民としての神　
３）ショーペンハウワー I：全生物の断種
４）ショーペンハウワーII：生の領域の発見
５）フォイエルバッハ：愛と二人称の哲学
６）ニーチェ I：反キリスト教・反科学・反民主主義
７）ニーチェ II：ディオニソス・ツァラトゥストラ・アンチクリスト
８）東西思想交流史I
９）東西思想交流史II
10）ブーバー：「私とあなた」と老荘的コミューン
11) ハイデガー I：現存在と共存在　
12）ハイデガー II：死の哲学と「黒ノート」
13)「分析」とは何か
14) 論理学革命
15）フレーゲの哲学
後期
16) ラッセルの確定記述理論
17) ウィーン学団とカルナップの実証主義
18) クワインのホーリズム
19) 実証主義の崩壊：統計学の哲学
20) 科学的実在論論争：科学の超合理性
21) 科学的世界観の選択を開く
22）ポスト分析哲学と分析実存主義
23) 分析アジア哲学とは何か
24) 真矛盾主義：ポスト矛盾律の哲学へ
25) 現代哲学における「弱い自己」

系共通科目(哲学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(哲学)(講義)(2)

26）道元の「置き換え可能な自己」
27) 後期西田の「行為的直観的自己」
28) 費孝通と「可変的自己」
29）アルネ・ネスのエコロジカルセルフ
30) 新たな全体論的自己観へ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
全授業終了後のレポート（５０％）＋平常点評価（授業内でのパフォーマンス）（５０％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、プリントを配布する。それをもとに復習を行なった上で、次回の授業に参加すること。

（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。



思想文化学系９５

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習II)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学演習II

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系９６

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習III)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学演習III

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中、適宜指示する。

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



思想文化学系９７

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本哲学史)(講義)
Japanese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義１

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

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

 [授業計画と内容]
以下のような課題に基づき、各課題につきおよそ次の回数で授業を進める予定である。
①ガイダンス：「日本哲学」とは何か【１回】
②西田幾多郎【４回】
③近代初頭から西田幾多郎までの哲学史と哲学研究方法の特徴【４回】
④京都学派【４回】
⑤まとめ【１回】
⑥フィードバック

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系９８

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本哲学史)(講義)
Japanese Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義２

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

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

 [授業計画と内容]
以下のような課題(日本哲学史上の主要問題)を講義では扱うが、１課題に充てる講義の回数は２～
３回である。
①偶然と運命
②生と死
③人間関係
④風土
⑤日本語と哲学
⑥日本における主体とsubject
⑦フィードバック

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学系９９

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(倫理学)(講義)
Ethics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水谷　雅彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  倫理学概論

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

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

 [授業計画と内容]
前半においては、現代の倫理学の基本的な理論を概説するとともに、行為とはなにかについて論じ
る。後期においてはいわゆる応用倫理学の各部門について概説するとともに、いくつかの事例につ
いて検討する。ただ、本シラバス執筆時から開講までかなりの時間あるので、講義内容、計画は変
更される可能性がある。実際の講義計画は初回の講義時に発表するので出席されたい。
第一回　規範倫理学への導入
第二回～第六回　行為とは何かを哲学的、倫理学的理論を参照しつつ概説する。
　第二回　行為とは何でないか
　第三回　見ることと行うこと
　第四回　作ることと行うこと
　第五回　話すことと行うこと
　第六回　行為についての暫定的定義
第七回～第十回　行為の規則、規範について哲学、倫理学的的に検討する。
　第七回　行為と規則破り
　第八回　規則概念とそのパラドックス
　第九回　倫理規範の生成と維持
第十回～第十二回　行為規範に関する倫理学上の諸理論を比較検討する。
　第十回　功利主義とその批判
　第十一回　義務論とその批判
　第十二回　リベラリズムと徳倫理
第十三回～第十五回　倫理学的な行為規範論の新しい可能性を探るとともに前期の総括を行う。
　第十三回　会話と社交の哲学
　第十四回　会話と社交の倫理学
　第十五回　前期の総括
第十六回　応用倫理学への導入
第十七回～第十九回　生命医療倫理学
　第十七回　生命倫理学の歴史
　第十八回　生命倫理学の現在
　第十九回　生命倫理学のトピックス（先端医療とその倫理的問題）
第二十回～第二二回　環境倫理学
　第二十回　環境倫理学の歴史
　第二十一回　環境倫理学の現在
　第二十二回　環境倫理学のトピックス（予防原則という考え方）

系共通科目(倫理学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(倫理学)(講義)(2)

第二三回～第二五回　情報倫理学
　第二十三回　情報倫理学の歴史
　第二十四回　情報倫理学の現在
　第二十五回　情報倫理学のトピックス（プライバシー概念について）
第二六回～第二八回　その他の応用倫理学
　第二十六回　ビジネス倫理学
　第二十七回　スポーツ倫理学
　第二十八回　宇宙倫理学
第二九回～第三十回　総括とディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学年末試験

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１００

授業科目名
　<英訳>

宗教学（基礎演習） 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学基礎演習A

 [授業の概要・目的]
宗教哲学の諸問題を考えるための基礎となる文献を選び、宗教学専修の大学院生にもチューターと
して協力を仰ぎながら、それらを共に読み進み、問題を掘り起こし、議論を行う場となる授業であ
る。授業への能動的な参加を通して、より専門的な研究への橋渡しになるような知識と思考法の獲
得を目指す。 
宗教学専修の学部生の必修授業であるが、哲学と宗教が触れ合う問題領域に関心をもつ2回生、お
よび他専修学生の参加も歓迎する。 

 [到達目標]
宗教哲学の基本文献に馴染み、そこで問われてきた諸問題を自らの関心と結びつけて取り扱えるよ
うになる。とくに宗教学専修の学部生については、この作業を通して、宗教哲学・宗教学に関する
自らの研究課題を発見し、それを掘り下げていくための基本的能力を身につける。

 [授業計画と内容]
上田閑照『私とは何か』の主要箇所を共に通読していく。各回2，3人の担当者を決め、授業の前半
は、担当者の内容要約および考察の発表と、それに対するチューター役の大学院生によるコメント
に充てる。授業の後半では、教員の司会進行の下、発表内容をめぐって、質疑応答と議論を行って
いく。隔週授業のため、全7回として各回のテーマを記しておく。（詳細は変更の可能性あり）

１.　オリエンテーション 
２.　上田閑照『私とは何か』「私とは何か？」
３． 同上「自我と自己」「立って「我」・坐して「我なし」」
４． 同上「コギト」
５． 同上「私と汝」
６． 同上「自覚と自意識」「無我ということ」
７． 総括
 
＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（発表・討論への参加、場合によっては小レポート等）による。

 [教科書]
使用しない

宗教学（基礎演習）  (2)へ続く↓↓↓



宗教学（基礎演習）  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
上田閑照 『私とは何か』（岩波新書）ISBN:4-00-430664-7

 [授業外学習（予習・復習）等]
この授業は受講者があらかじめ指定の文献を熟読してくることを前提とするものである。最初は相
当時間がかかるだろうが、ともかく全体を通読し、分からない点を明確にしてきてほしい。授業後
は、教員とチューターの説明や質疑応答を通して新たに理解できたことを手がかりに、もう一度文
献を読み直し、要約ノートを作るなど、自分の言葉でそれを咀嚼し直してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、後期の「宗教哲学基礎演習B」と狙いを共有し、密接な連関をもつものである。宗教
学専修の学部生はどちらも必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０１

授業科目名
　<英訳>

宗教学（基礎演習） 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学基礎演習B

 [授業の概要・目的]
宗教哲学の基本文献を教師とチューター役の大学院生の解説を手がかりに読み進めていくことで、
より専門的な研究への橋渡しになるような知識と思考法の獲得を目指す。4回生以上の宗教学専修
在籍者にとっては、卒論の中間発表の場ともなる。 
宗教学専修の学部生を主たる対象とするが、哲学と宗教が触れ合う問題領域に関心をもつ2回生、
および他専修学生の参加も歓迎する。 
 
 
 
  

 [到達目標]
宗教哲学の基本文献に馴染み、そこで問われてきた諸問題を自らの関心と結びつけて取り扱えるよ
うになる。とくに宗教学専修の学部生については、この作業を通して、卒業論文の作成に向けての
準備態勢が整えられるようになる。 

 [授業計画と内容]
宗教哲学の基本文献といえる著作や論文を選んで各回の授業に割り振り、事前に出席者に読んでき
てもらう。そして、毎回教師とチューター役の大学院生の解説をもとに、質疑応答と議論を行って
いく。また、卒論向けの発表の際には、論述の仕方や文献の扱い方なども指導し、論文の書き方を
学ぶための機会とする。 
隔週の授業のため、全7回として各回のテーマを記しておく。なお、どのような文献を取り上げる
かは、前期の「宗教哲学基礎演習A」の様子を見て決めることにする。それによって、各回で取り
上げる文献の種類も、以下の記したものとは異なる可能性もある。 

第１回　 オリエンテーション・卒業論文の中間発表 
第２回　 宗教哲学の基本文献(近代イギリス）の読解・解説・考察 
第３回　 宗教哲学の基本文献(近代フランス）の読解・解説・考察
第４回　 宗教哲学の基本文献(近代ドイツ）の読解・解説・考察
第５回　 宗教哲学の基本文献(現代フランス）の読解・解説・考察
第６回　 宗教哲学の基本文献(現代ドイツ）の読解・解説・考察
第７回　 宗教哲学の基本文献(京都学派の哲学）の読解・解説・考察　

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学（基礎演習）  (2)へ続く↓↓↓



宗教学（基礎演習）  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートによる。
レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
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]
この授業は受講者があらかじめ指定の文献を熟読してくることを前提とするものである。最初は相
当時間がかかるだろうが、ともかく全体を通読し、分からない点を明確にしてきてほしい。授業後
は、チューターの説明や質疑応答を通して新たに理解できたことを手がかりに、もう一度文献を読
み直し、要約ノートを作るなど、自分の言葉でそれを咀嚼し直してほしい。   

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、前期の「宗教哲学基礎演習A」と狙いを共有し、密接な連関をもつものである。宗教
学専修の学部生はどちらも必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学Ａ（講義）

 [授業の概要・目的]
本講義は、キリスト教とはいかなる宗教であるのか、という問いに対して、現代宗教学の立場から
客観的に論じることを目標としている。本年度は、宗教現象としてのキリスト教の基本構造を現代
宗教学の諸方法（宗教現象学、宗教社会学など）によって解明し、神話論、儀礼論、祭論を含めた
現代宗教学の全体像を明らかにしたい。

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

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

オリエンテーション＋序論：キリスト教の現在─新宗教論の文脈から─
第１講：現代宗教学の意義
第２講：意味の問いから宗教へ
第３講：信仰─人格と自己同一性─
第４講：聖なるもの（１）─宗教類型論と人格神─
第５講：聖なるもの（２）─オットーとエリアーデ─
第６講：宗教的象徴の世界 
第７講：宗教心理学─フロイトとユング─
第８講：神話学と比較宗教論
第９講：近代人文主義と聖書翻訳 
第１０講：民族と神話─古代イスラエル民族─
第１１講：一神教の系譜と神話改訂プロセス
第１２講：聖書の神話構造
第１３講：儀礼とサクラメント
第１４講：まとめ─祭論─
試験
フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

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

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学Ｂ（講義）

 [授業の概要・目的]
 現代世界における宗教を論じる場合、グローバル化と多元化という二つの動向は決定的な意義を持
っている。この講義では、キリスト教思想の新しい動向（特に平和思想）を、現代世界が直面する
多様な諸問題との関わりで学ぶことを目標とする。そのために、キリスト教の思想的源泉である聖
書とキリスト教史（アジアと日本のキリスト教史に留意する）とを参照しつつ、問題の核心に迫り
たい。

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

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

オリエンテーション＋序論：キリスト教思想とは
第１講：聖書の世界
第２講：古代地中海世界におけるキリスト教
第３講：中世ヨーロッパとキリスト教
第４講：宗教改革から西欧近代へ
第５講：近代キリスト教と世界宣教の展開 
第６講：東アジアの宗教状況
第７講：キリシタン時代とその影響
第８講：近代日本とキリスト教（１）─明治時代を中心に─
第９講：近代日本とキリスト教（２）─大正時代以降─
第10講：日本から世界へ、宗教的動向
第11講：近代／ポスト近代とキリスト教
第12講：平和思想の現在─キリスト教の視点から─
第13講：キリスト教と平和─無教会と非戦論─
第14講：まとめ：宗教間対話と平和
試験
フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

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

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０４

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学（講読）
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想基礎文献を読むＡ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。前期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを日本語訳で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）を取り出し、
必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、ティリッヒの『キリスト教と諸世界宗教との出会い』を取り上げる。

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、ティリッヒ『キリスト教と諸世界宗教との出会い』の内、I「現在状況の観察─
─諸宗教、擬似諸宗教ならびにそれらとの出会い」からはじめて、担当者の解説を通して、順番に
精読してゆく。なお、ティリッヒに関しては、教員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業では、ティリッヒ『キリスト教と諸世界宗教との出会い』のテキスト（邦訳）のコピーを配布
する。

キリスト教学（講読）(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０５

授業科目名
　<英訳>

キリスト教学（講読）
Christian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想基礎文献を読むＢ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。後期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを英語（あるいは英訳）で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）
を取り出し、必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、H. Richard Niebuhr, The Responsible Self. An Essay in Christian Moral Philosophy, Harper & 
Row, 1963.に所収の諸論文を読む。 

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、H. Richard Niebuhr, The Responsible Self. An Essay in Christian Moral Philosophyに所
収の論文を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。なお、ニーバーの神学に関しては、教
員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
H. Richard Niebuhr, The Responsible Self. An Essay in Christian Moral Philosophy, Harper & Row, 1963.は、
コピーを用意する。

キリスト教学（講読）(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水５）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０６

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(美学)(講義)
Aesthetics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・分析篇

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

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

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。
1. 導入【1】
2. 「分析美学」とは何か【1】
3. 芸術は（いかにして）定義可能か【3】
4. 芸術作品の解釈に際して作者の「意図」をどの程度・どのように考慮すべきか【3】
5. 芸術作品の同一性は（どこに）あるのか【3】
6. 芸術作品の批評に用いられる言葉はどのような特徴を持つか【3】
7. フィードバック【1】

 [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（毎回課す小レポート）60点と期末レポート40点に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

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

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

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



思想文化学系１０７

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋美術史)(講義)
European Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近世ヨーロッパ絵画における風景表現の発達

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

 [到達目標]
・様式分析、図像分析などの美術史学の基礎的な方法論について、理解する。
・15、16世紀の西洋美術についての基礎的な知識を習得する。
・近世ヨーロッパ絵画における風景表現の発達についての基礎的な知識を習得するとともに、具体
的な作品を美術史学の観点から分析しうる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
ヨーロッパ絵画における風景表現の発達について、特に15，16世紀の作例に着目して、多角的に論
じる。基本的に以下のプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じ
て順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション：風景画の魅力
第2回～第5回　初期ネーデルラント絵画と風景の発見
第6回～第9回　ドナウ派の風景表現とアルトドルファー
第10回～第14回　風景画家パティニールの登場と世界風景　
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および小レポートなど、20点）と期末試験（80点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
大学所蔵の関連書籍を適宜参照すること。

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
受講に際して、西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心
に授業に参加してほしい。また、関連作品の展覧会等には自主的に足を運び、実作品を鑑賞する機
会を持つことが好ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１０８

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(美学)(講義)
Aesthetics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・歴史篇

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

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

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。 
1. 導入【1】 
2. 美学を学ぶのになぜ美学史を学ぶ必要があるのか【1】 
3. 感性的認識（バウムガルテンを中心とするヴォルフ学派）【4】 
4. 趣味判断（カント）【4】 
5. 哲学の証書にして機関としての芸術（シェリングを中心とする初期ロマン主義）【2】
6. 芸術終焉論（ヘーゲル）【2】
7. フィードバック【1】

 [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（毎回課す小レポート）60点と期末レポート40点に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

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

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

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



思想文化学系１０９

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  奈良の仏像を観る

 [授業の概要・目的]
　現在の奈良県は古代の中心であった大和国であり、この地では、日本に仏教が伝えられた飛鳥時
代からあまたの仏像が造られてきた。また、奈良は、平安時代や鎌倉時代においても、仏教社会の
中心地であり、この時代においても数多くの仏像が造られた地である。そして、現在の我々を感動
させるような優れた仏像が、今もなおこの地に数多く所在している。仏像は、信仰の対象物ではあ
るが、特に古代、中世期においては日本文化を考えていく上で重要な造形遺品でもある。この授業
では、奈良に伝わる仏像の中から、特に文化史上重要なものや、造形的に優れたものを選んで講義
し、奈良に伝わる仏像がどのような政治、宗教あるいは文化的な背景の下に造られていったかを概
観し、日本美術史や日本文化史の理解を深めていきたい。

 [到達目標]
日本で仏像がどのように造られ始め、どのように人びとに信仰され、文化的に受容されていったの
かを、仏像発祥地と言える奈良地方の仏像を通して理解してもらう講義を受けることで、日本文化
や日本美術のダイナミックな展開の様子や、こうした展開が生じる要因にどのようなものであった
かを学び取ることが可能となり、日本美術史の知識を習得できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる主な課題は以下の通りである。

1回目　　  はじめに
2回目　  　法隆寺金堂釈迦三尊像をめぐって
3回目　　  法隆寺救世観音像と百済観音像
4回目　　　法隆寺伝橘夫人念持仏と夢違観音像
5回目　　  法隆寺中門金剛力士像と五重塔塔本塑像
6回目　 　 薬師寺金銅薬師三尊像
7回目　    興福寺十大弟子と八部衆像
8回目　    東大寺不空羂索観音像
9回目　　　東大寺盧舎那大仏
10回目　   唐招提寺旧講堂木彫群
11回目　   新薬師寺薬師如来像
12回目　　 東大寺南大門金剛力士像
13回目　   興福寺北円堂弥勒仏と無著・世親像
14回目　　 まとめ
15回目　  フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１１０

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋美術史)(講義)
European Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アダム・エルスハイマーと17世紀初頭のヨーロッパ美術

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

 [到達目標]
・様式分析、図像分析などの美術史学の基礎的な方法論について、理解する。
・16世紀、17世紀の西洋美術についての基礎的な知識を習得する。
・アダム・エルスハイマーの芸術について理解するとともに、具体的な作品を美術史学の観点から
多角的に分析しうる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
17世紀初頭のローマで活躍したドイツ人画家アダム・エルスハイマーの芸術について、ドイツの造
形伝統や同時代のローマの芸術状況など多角的な観点から論じる。基本的に以下のプランに従って
講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えるこ
とがある。
第1回　イントロダクション―美術史学とは何か
第2回～第4回　若きエルスハイマーとドイツの造形伝統
第5回～第7回　17世紀初頭のローマ―新しい芸術潮流の出現
第8回～第10回　エルスハイマーの描く銀河
第11回～第14回　エルスハイマーと小型絵画
第15回　期末試験
※フィードバック方法は授業中に説明します

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況および小レポートなど、20点）と期末試験（80点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。
・原則として、4回以上授業を欠席した者には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない
必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
大学所蔵の関連書籍を適宜参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
受講に際して、西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心
に授業に参加してほしい。また、関連作品の展覧会等には自主的に足を運び、実作品を鑑賞する機
会を持つことが好ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１１１

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  京都の仏像を観る

 [授業の概要・目的]
　京都は、平安時代から江戸時代に至るまで、都であり、文化の中心地であった。京都に都のあっ
た時代は、仏教の信仰が篤い時代でもあり、仏教社会の中心地でもあった京都でもあまたの仏像が
造られてきた。そして、現在の我々を感動させるような優れた仏像が、今もなおこの地に数多く所
在している。仏像は、信仰の対象物ではあるが、特に古代、中世期においては日本文化を考えてい
く上で重要な造形遺品でもある。この授業では、京都に伝わる仏像の中から、特に文化史上重要な
ものや、造形的に優れたものを選んで講義し、京都に伝わる仏像がどのような政治、宗教、あるい
は文化的な背景の下で造られていったかを概観し、日本美術史や日本文化史の理解を深めていきた
い。  

 [到達目標]
日本で仏像がどのように造られ、どのように人びとに信仰され、文化的に受容されていったのかを、
優れた仏像を数多く伝える京都に所在する仏像を通して理解してもらう講義を受けることで、日本
文化や日本美術のダイナミックな展開の様子や、こうした展開が生じる要因にどのようなものであ
ったかを学び取ることが可能となり、日本美術史の知識を習得できるようになる。  

 [授業計画と内容]
授業で取り上げるな課題は以下の通りである。

1回目　　  はじめに（広隆寺菩薩半跏思惟像）
2回目　　  京田辺市・観音寺十一面観音像
3回目　  　神護寺薬師如来像
4回目　　　東寺講堂諸尊像
5回目　    清凉寺釈迦如来像
6回目　  　因幡堂薬師如来像
7回目　    平等院鳳凰堂阿弥陀如来像
8回目 　　 法金剛院阿弥陀如来像
9回目　　　大覚寺五大明王像
10回目　　 醍醐寺弥勒菩薩像
11回目　　 六波羅蜜寺空也像
12回目　　 三十三間堂の仏像
13回目　   泉涌寺楊貴妃観音像
14回目　　 まとめ
15回目　   フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１１２

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都市立芸術大学
美術学部 講師　 深谷　訓子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  講読： 古代彫刻と近世美術

 [授業の概要・目的]
以下のテクストの講読を通じて、西洋美術の根幹をなす古代彫刻について理解を深める。その過程
で、専門分野における調査研究に必要な英語の読解能力を身につける。
授業の後半では、ルネサンス以降の美術における古代彫刻の重要性やその捉えられ方を扱った論文
等を読み進める（このテクストは受講者との話し合い等により決定する）。
Francis Haskell and Nicholas Penny, Taste and the Antique: The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, Yale 
UP, Hew Haven and London, 1981.

 [到達目標]
　当該テクストの伝える情報を作品に即して咀嚼し、美学美術史全般にとって基礎的な知識を身に
つけること。同時に、美術史分野で必要とされる専門用語を正しく理解した上で、調査研究に必要
な文献を読解し、効率的かつ精確に情報収集できる英語の運用能力を身につけること。英語特有の
語感も理解し、自身の専門分野（調査対象）について、英語での説明や記述を可能にすること。

 [授業計画と内容]
　第１回：テクストの配付とイントロダクション。進め方について概説すると同時に、テクスト選
定の意図と、読解を進めていくにあたって考えてもらいたい点について説明します。
　第２回～第10回：テクストの精読と分析、問題点の抽出。
　第11～15回：古代彫刻と近世以降の美術の関係性をテーマにした論文を選定して読解。
まずは訳出による精読を基本としますが、途中から要約をしたうえでの問題点の指摘や分析、小課
題に基づくプレゼンテーションを試みるなど、テクストの読み進め方は変化させていく予定です。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業への参加、予習状況）によって行います。
受講人数と取り組み状況によっては、最終授業時の一部の時間で試験を行うこともありえます（そ
の場合は学期の途中で改めてお伝えします）。
継続性と作業量を重視します。そのため、４回以上欠席した場合、基本的に単位認定はいたしませ
ん。あらかじめそのつもりで臨んでください。

 [教科書]
講読するテクストに関しては、プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回授業でも説明しますが、テクストの内容をしっかり理解するところまで予習をしてきてくださ
い。また、テクスト内に出てきた作品を、質の良い図版等で確認するという予習・復習を行っても
らいます。

（その他（オフィスアワー等））
受講者全員に対し、毎回、精度の高い予習を要求します。そのつもりで臨んでください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１１３

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(演習II)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  「美的(aesthetic)」であるとはどういうことか？―シブリーの美学論文を読む―

 [授業の概要・目的]
芸術作品を記述する際に用いられる「美しい」「崇高だ」「優雅だ」等の「美的(aesthetic)」な言葉
は、「賢い」「冷静だ」等の言葉と比べて、どういう特徴を持つのか？本授業では、今なお重要で
あり続けるこの問題を、20世紀を代表する分析美学者シブリー(Frank Sibley, 1923-96)の諸論文を読
解しながら考察する。最初は代表作の一つ"Aesthetic and Nonaesthetic" (1965)を参加者全員で輪読・
精読し、その後は彼の他の論文の内容をあらかじめ定めた担当者が発表して参加者全員でそれにつ
いて議論する。

 [到達目標]
・英語で書かれた美学の議論を正確に理解することができるようになる。
・現代美学の諸課題へのアプローチ方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
1. 授業の進め方とテキストの説明、担当者の決定【1週】
2. "Aesthetic and Nonaesthetic"の輪読・精読【4～5週】
3. シブリーの他の論文の内容発表と、それをめぐる議論【8～9週】
4. フィードバック【1週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前半の輪読における訳読状況・後半の発表の出来・前後半を通じた議論への参加度、を総合した平
常点によって行う。
理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には単位認定を行わない。

 [教科書]
Frank Sibley (ed. by John Benson, Betty Redfern & Jeremy Roxbee Cox) 『Approach to Aesthetics: 
Collected Papers on Philosophical Aesthetics』（Oxford University Press）ISBN:9780199204137
収録論文のほとんどは、もともと学術雑誌に掲載されたものであり、現在ではオンラインで閲覧・
ダウンロード可能なので、それを用いてもよい。詳細は初回授業時に指示する。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
西村清和編監訳 『分析美学基本論文集』（勁草書房）ISBN:9784326800568
"Aesthetic and Nonaesthetic"と並ぶ代表作"Aesthetic Concepts" (1959)の翻訳が収録されているので、読
んでおくこと。

 [授業外学習（予習・復習）等]
前半の輪読においては、テクストのどの箇所を指定されても日本語訳できるように不明な単語・事
項を調べておくこと。後半の発表においては、自分の担当回の発表の準備を入念に行うことはもち
ろんのこと、他の回でも指定されたテクストを読んで積極的に議論に参加できるようにしておくこ
と。

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



思想文化学系１１４

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(講読)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 宮崎　もも

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  絵巻詞書をよむ。

 [授業の概要・目的]
日本美術史の研究を進める上では、作品を取り巻く様々な文字情報を読解し解釈することが必要と
なる。そのためにこの授業では、絵巻の詞書を主な対象として変体仮名読解の基礎的な練習を行い、
そのうえで、担当者を決めて訳註を作成する。また詞書と絵画表現との照合作業を併せて行い、美
術作品の分析能力を涵養する一助としたい。
日本美術史研究を進める上での基本図書も、授業の中で紹介する。

 [到達目標]
平安・鎌倉時代の絵巻詞書（仮名を中心とする）を、字書類を用いて８割程度の正確さで翻刻し、
釈文を作成できる。

 [授業計画と内容]
平安～鎌倉時代の絵巻の詞書を選読する。最初の数回は受講者全員で板書し、変体仮名を読む基礎
的な練習をする。受講者が変体仮名にある程度慣れた段階で小テストを行う。それ以降は、受講者
が事前に担当部分の資料（翻刻・現代日本語訳・語釈）を作成したうえで発表する形式をとる。ま
た、適宜、日本美術史研究の基本的な参考文献を紹介する予定である。
なお、以下の授業計画は、受講生の関心や習熟状況によって変更する場合がある。

第１回　オリエンテーション：授業の進め方と課題の確認
第２回　変体仮名基礎講読：配布テキストを翻刻し、すべての仮名の字母を確認する。
第３回　『病草紙』詞書の翻刻（１）
第４回　『病草紙』詞書の翻刻（２）
第５回　『病草紙』詞書の翻刻（３）
第６回　小テスト
第７回　『当麻曼荼羅縁起』詞書の訳注作成（１）
第８回　『当麻曼荼羅縁起』詞書の訳注作成（２）
第９回　『当麻曼荼羅縁起』詞書の訳注作成（３）
第１０回　『頬焼阿弥陀縁起』詞書の訳注作成（１）
第１１回　『頬焼阿弥陀縁起』詞書の訳注作成（２）
第１２回　『頬焼阿弥陀縁起』詞書の訳注作成（３）
第１３回　『頬焼阿弥陀縁起』詞書の訳注作成（４）
第１４回　小テスト
第１５回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点７０％（出席、報告、授業内での発言）と授業内で行う試験３０％によって評価する。
担当個所の報告について、入念な準備を行っているものには、高い点を与える。

 [教科書]
使用するテキストほかの資料は、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
最初の数回（５回程度）は受講者全員の板書によって授業を進める。指定した箇所の本文をノート
に写したうえで授業に臨むこと。
受講者が変体仮名に慣れた段階で、担当者を決め、事前に作成した資料を発表する形式をとる。受
講者は担当箇所だけでなく、一通り確認したうえで授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
毎回ある程度の分量の翻刻作業を行ってもらうので、事前に準備をしておくことが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学系１１５

授業科目名
　<英訳>

美学美術史学(講読)
Aesthetics and Art History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 高井　たかね

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  漢書講読

 [授業の概要・目的]
日本・東洋美術史学では、作品や作者を研究する際に様々な文献を読むことがしばしば要求される。
この授業では、漢文体で書かれた史料を読むための基礎的な能力を養うことを目的とする。清、李
漁『閒情偶寄』居室部をテキストとし、今年度は居室部牆壁から読み始める予定。授業では、出席
者に訓読および現代語訳をしてもらい、語法の確認をしながら漢文読解の訓練をおこなう。各回の
担当者を決めないので、全員毎回の予習が必要。

 [到達目標]
・漢文読解のための基礎的知識、能力を身につける。
・具体的には、漢文の語法について基礎的理解を得る、また訓読、現代語訳のために必要な基本的
な工具書を知り、それらを使いこなせるようになること。
・文章の背景にある中国文化に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　講義趣旨説明
清、李漁『閒情偶寄』の概要説明。授業の進め方、評価方法等についての確認。必要な工具書、参
考図書の紹介。

第2～14回　『閒情偶寄』居室部の精読
居室部・牆壁から読みすすめる予定。
進度は、はじめは半葉程度になるかと思われるが、これを２，３回続けたあとは1回に約一葉は進
むようになる。

第15回　総括
読解部分についてまとめ、疑問点を再考する。また、前回までの進み具合によっては引き続き輪読
をおこなうための予備日とする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
授業時の訓読・現代語訳のほか、出席も考慮する。

美学美術史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)(2)

 [教科書]
漢和辞典が必要。
テキスト，参考資料はコピーを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の精読箇所について、必ず予習が必要。漢和辞典等を使用して訓読、現代語訳しておく。

（その他（オフィスアワー等））
毎回、一定量のテキストを読むので、参加者には相応の予習が要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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