






文献文化学系１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 助教文学研究科 河村　瑛子

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近世前期俳諧研究
 [授業の概要・目的]
　俳諧は近世初期に文学ジャンルとして成立し、以後、元禄期に到るまでの僅か数十年間に急速な
成熟と変容を遂げた。本講義では、そのような時代の俳諧、すなわち、俳諧史の始原に位置する貞
門・談林の古俳諧と、後続する元禄俳諧を取り上げる。史的展開を見わたしながら文学表現の機微
に分け入ることで、近代以降も日本人を魅了し続ける俳文芸の深部に迫りたい。
　古俳諧は、和漢雅俗に亘るあらゆる事象を言葉の連想（つまり同時代人の共通認識）によって紡
ぎ出した言葉の宝庫である。本講義では、まず古俳諧の展開について、多様な古俳書に即し、扱い
方を含めて講義する。次に、古俳諧作品を精読し、古俳諧研究が文学研究および隣接諸学にどのよ
うに貢献しうるのかを解説する。続いて元禄期の俳諧を取り上げ、特に、文学史上重要な芭蕉作品
について、関連資料を用いた研究方法を提示しながら、その文学的特性について吟味する。以上に
より元禄以前の俳諧史を総体的に把握することを目指す。
　後期では、上述の学習内容を踏まえ、貞門俳諧の連想語辞書『俳諧類船集』を用い、受講者自身
に古人の連想世界の解明に取り組んでもらう。たとえば、本書の「狩（カリ）」の項目には、「紅
葉　桜　鹿　鼠　松茸　雉子　夏川」などの言葉が列挙されており、これらを一覧しただけでも「
目の前にないものを探し求める」という、語の原義がうかがい知られよう。授業では、担当箇所の
見出語と連想語との関係性を文献上の根拠にもとづいて考察し、そこから浮かび上がる問題点につ
いて受講者全員で議論する。
　この授業は、古文献の基礎的な調査方法および読解の手法を習得する場であり、近世文学研究の
立場にとどまらず、様々な角度から取り組むことが可能である。本講義が受講者各々の専門的研究
へとつながる視座を獲得する機会となることを期待する。

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

 [授業計画と内容]
1.授業の進め方の説明・古俳諧研究史
2.松永貞徳と貞門俳人
3.貞門俳書史
4.西山宗因と談林俳人
5.談林俳書史
6.古俳諧精読(1)近世語研究
7.古俳諧精読(2)基本語研究
8.古俳諧精読(3)和漢素材研究
9.古俳諧精読(4)古俳諧と図像
10.古俳諧精読(5)古俳諧の民俗
11.貞享元禄俳諧の展開・芭蕉概説
12.芭蕉作品読解(1)古俳諧と芭蕉
13.芭蕉作品読解(2)芭蕉俳文の生成
14.芭蕉作品読解(3)書簡研究の方法
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15.芭蕉作品読解(4)書簡と推敲・前期の総括
16.受講者による発表と討議(1)「覆盆子」条
17.受講者による発表と討議(2)「芋」条
18.受講者による発表と討議(3)「煎豆」条
19.受講者による発表と討議(4)「疣」条
20.受講者による発表と討議(5)「いかき」条
21.受講者による発表と討議(6)「息」条
22.受講者による発表と討議(7)「一番」条
23.受講者による発表と討議(8)「一門」・「一文字」条
24.受講者による発表と討議(9)「一字」条
25.受講者による発表と討議(10)「一夏籠る」条
26.受講者による発表と討議(11)「一切」・「一巻」条
27.受講者による発表と討議(12)「一盃」条
28.受講者による発表と討議(13)「入相」条
29.受講者による発表と討議(14)全体の総括
30.フィードバック

授業の進行度や受講者の理解の度合いによって、内容や順序を変更する場合がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発言・コメントカードなど授業への参加度（10%）、くずし字読解テスト(20%)、発表(30%)、年度
末のレポート（40%）による。発表・レポートついては到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配付する。

 [参考書等]
（参考書）
潁原退蔵『潁原退蔵著作集　第16巻　近世語研究』（中央公論社）ISBN:4124012012
鈴木勝忠『俳諧史要』（明治書院）
このほかの参考書は、適宜授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
版本・写本および書簡資料など文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求めら
れる。授業で扱う資料の予習復習のほか、不断に古典籍に親しむこと。本学の図書館には大量の古
典籍が所蔵されており、近年は、国会図書館をはじめ、古典籍の画像をウェブ上で公開している機
関も多いので、学びの材料には事欠かないはずである。
『類船集』の注釈研究においては、古俳諧をはじめとした和漢の古典文学作品はもとより、近世
期の随筆類、歴史資料や図像資料、時には民俗学・文化人類学の成果をも参照することが求められ
る。専門分野にかかわらず、日頃から広い分野の読書を心がけること。
なお、受講者による発表時は、担当者はもちろん、受講者全員が該当箇所の予習をし、自身の見
解を持って授業に臨むこと。
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（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 大阪大学大学院文学研究科 岸本　恵実

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 キリシタン対訳辞書の研究
 [授業の概要・目的]
この授業では、『羅葡日辞書』『日葡辞書』などのキリシタン対訳辞書について、国語学（日本語
史）の資料としての扱い方を中心に、ポルトガル語史・ラテン語史資料として、また宣教言語学の
資料としての位置づけについても学ぶ。

 [到達目標]
・キリシタン対訳辞書の特質を学ぶことができる。
・キリシタン資料を、16・17世紀の日本語資料としてだけでなく、他の時代・地域も視野に入れた
視点から考察できるようになる。
・資料ごとの特性に留意して調査・考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
１キリシタン版概説
２日葡辞書（１）前史
３日葡辞書（２）構成
４日葡辞書（３）編者
５日葡辞書（４）収載語彙
６日葡辞書（５）語釈
７羅葡日辞書（１）成立
８羅葡日辞書（２）構成
９羅葡日辞書（３）翻訳
１０羅葡日辞書（４）日本語訳のありよう
１１羅葡日辞書（５）日葡辞書との比較
１２バレト葡羅辞書（１）概要
１３バレト葡羅辞書（２）編纂方法
１４前期の総括（討論会）
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]
平常点（授業内での発言、コメントシート）10％・期末レポート90%
レポートは以下の観点から総合的に評価する。
Ａ「問題設定（テーマが適切に設定され、一貫しているか）」
Ｂ「調べ方（設定した問題を考察するための調査を行っているか、資料を適切に扱っているか）」
Ｃ「構成（論旨が筋道を立ててまとめられているか）」
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Ｄ「書き方（所定の様式にしたがっているか、適切な日本語を用いているか）」

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
大塚光信解説『エヴォラ本日葡辞書』（清文堂出版）
土井忠生・森田武・長南実編訳『邦訳日葡辞書』（岩波書店）
岸本恵実解説・三橋健書誌解題『フランス学士院本羅葡日対訳辞書』（清文堂出版）
その他授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一回目に、全体のことについて説明し、その他、適宜、授業中に指示する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 大阪大学大学院文学研究科 岸本　恵実

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 キリシタン辞書の研究
 [授業の概要・目的]
この授業では、『落葉集』『コリャード羅西日辞書』などのキリシタン辞書およびその関連辞書に
ついて、国語学（日本語史）的な見方と辞書史上の位置づけを、資料ごとの特性とともに学ぶ。

 [到達目標]
・キリシタン辞書およびその関連辞書の特質を学ぶことができる。
・キリシタン資料を、16・17世紀の日本語資料としてだけでなく、他の時代・地域も視野に入れた
視点から考察できるようになる。
・資料ごとの特性に留意して調査・考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
１キリシタン辞書とそれ以降の関連辞書の歴史　
２落葉集（１）書誌と成立
３落葉集（２）構成
４落葉集（３）文字・印刷
５落葉集（４）日葡辞書との比較
６コリャード辞書（１）成立
７コリャード辞書（２）日本語の特徴
８ロード辞書（１）書誌
９ロード辞書（２）キリシタン版との関係
１０南詞集解（南詞雑解）（１）通詞の辞書
１１南詞集解（２）構成
１２南詞集解（３）日本語・ポルトガル語の特徴
１３キリシタン辞書の影響　和英語林集成など
１４後期の総括（討論会）
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]
平常点（授業内での発言、コメントシート）10％・期末レポート90%
レポートは以下の観点から総合的に評価する。
Ａ「問題設定（テーマが適切に設定され、一貫しているか）」
Ｂ「調べ方（設定した問題を考察するための調査を行っているか、資料を適切に扱っているか）」
Ｃ「構成（論旨が筋道を立ててまとめられているか）」、
Ｄ「書き方（所定の様式にしたがっているか、適切な日本語を用いているか）」
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 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
小島幸枝編『耶蘇会板落葉集総索引』（笠間書院）
大塚光信解題・索引『羅西日辞典』（臨川書店）
その他授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
第一回に概略を説明し、その他、適宜、授業中に指示する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 兼築　信行

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 和歌・短歌とは何か？
 [授業の概要・目的]
短歌は、1300年を超える長きにわたり、日本における基本的な定型詩歌形式であり続けてきた。そ
の本質は何かを問い、短歌が展開した文化的な諸相を考究することは、広く日本の文化の本質を考
究するうえで、重要な視点をもたらすことになる。本講義では、単にテクストを解読するという方
向にとどまらず、アクティブ・ラーニングの方法を導入しつつ、前近代の和歌がどのように詠出さ
れ、流通し、伝存したのかを、総合的に、またとりわけ体験的に理解することを目指したい。

 [到達目標]
前近代の短歌を、古人はどのようなものとして認識しており、実際にどのような過程を経て詠出さ
れたのかを、体験的な次元を含めて理解する。そのうえで、和歌テクストを解読する方法を習得し、
日本文化について深く考察できる方法と視点とを獲得する。

 [授業計画と内容]
第一回　イントロダクション
第二回　古今和歌集仮名序の認識（１）和歌の機制
第三回　古今和歌集仮名序の認識（２）和歌の起源
第四回　独詠歌、贈答歌、題詠歌

第五回　題詠歌の詠出（１）詠草
第六回　題詠歌の詠出（２）懐紙と短冊
第七回　題詠歌の詠出（３）歌会と披講
第八回　題詠歌の詠出（４）歌合

第九回　和歌集の世界（１）勅撰和歌集
第十回　和歌集の世界（２）私撰和歌集
第十一回　和歌集の世界（３）私家集史
第十二回　和歌集の世界（４）私家集と自照性　

第十三回　和歌の詠作法
第十四回　和歌の解釈法
第十五回　理解度の確認　総括

 [履修要件]
受講時には筆ペンを持参すること。
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の中で課す提出物（30点）と、最終回に理解度の確認（70点）を行い、その合計により評価す
る。

 [教科書]
必要な資料や用紙は教室で配布する。

 [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]
受講生には実際に短歌を詠んでもらうが、巧拙は問わない。短歌を詠むことが、古人にとってどの
ような意義をもたらし、どのような愉悦を生んだのかを常に考えて、授業に臨んでいただきたい。

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



文献文化学系５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 大槻　信

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 金4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 漢籍訓点資料の研究
 [授業の概要・目的]
漢籍訓点資料をとりあげ、演習形式で研究を行う。
訓点資料についての基礎知識を獲得し、訓点資料を日本語史・日本文学の研究資料として使用する
ための方法・視点を学ぶことを目的とする。
授業では、調べ、考える楽しさを重視する。

 [到達目標]
訓点資料についての基礎知識を獲得し、様々な工具書を用いて訓点資料を読解し、そこに現れた日
本語について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
日本では、漢文を読解するための補助手段として、漢文本文に返点・仮名・ヲコト点などを記入す
ることがあった。返点により語順を示し、仮名によって訓や音を表す。ヲコト点は字画の様々な位
置に点や線を施すことで、助詞・助動詞のような助辞や活用語尾などを表示した。これらの注記・
符号を「訓点」、訓点が施された文献を「訓点資料」と呼ぶ。
本演習では、唐代の伝奇小説『遊仙窟』の訓点本（陽明文庫本）をとりあげ、その研究を行う。具
体的には、資料をもとに訓み下し文を作成し、その過程で、書誌・表記・音韻・文法・語彙といっ
た種々の方面から検討を加える。日本語史、訓読語、古辞書、伝奇小説に興味がある人には面白い
ものとなろう。
年度はじめ数回をイントロダクションと訓点資料入門にあてる。
その後、受講者による発表形式で進める。発表者は担当部分（半丁分、洋本の１ページに相当）か
ら問題点を見つけ出し、発表する。
授業では受講者からの積極的な発言を歓迎し、活発な議論が行われることを期待している。

【前期】
第1回イントロダクション
第2回訓点資料概説
第3回陽明文庫本遊仙窟について
第4回 15ウ　前半
第5回 15ウ　後半
第6回 16オ　前半
第7回 16オ　後半
第8回 16ウ　前半
第9回 16ウ　後半
第10回 17オ　前半
第11回 17オ　後半
第12回 17ウ　前半
第13回 17ウ　後半
第14回 18オ　前半

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

第15回 18オ　後半

【後期】
第1回 18ウ　前半
第2回 18ウ　後半
第3回 19オ　前半
第4回 19オ　後半
第5回 19ウ　前半
第6回 19ウ　後半
第7回 20オ　前半
第8回 20オ　後半
第9回 20ウ　前半
第10回 20ウ　後半
第11回 21オ　前半
第12回 21オ　後半
第13回 21ウ　前半
第14回 21ウ　後半
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]
成績は発表によって評価し、授業中の発言等を平常点として加味する。
発表の機会がなかった者は発表に相当するレポートをもって評価する。

 [教科書]
資料のコピーを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
張文成作・今村与志雄訳『遊仙窟』（岩波文庫、岩波書店、1990年）
吉田金彦・築島裕・石塚晴通・月本雅幸編『訓点語辞典』（東京堂出版、2001年）
詳しくは授業時に指示する。

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

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

国語学国文学(演習)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(3)

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 斎藤　理生

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5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 太宰治1947
 [授業の概要・目的]
1947（昭和22）年に発表された太宰治の作品を精読する。

 [到達目標]
太宰治の作品について理解を深めることはもちろん、近代小説の読解方法を身につけることが目標
である。具体的には、作品の読解を通じて、自分なりの論点を見つけ、明確な論拠を示して論を展
開できるようになると共に、議論を通じて自らの読みを対象化して捉えられるようになることを目
指す。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクションとして、授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当作品と発表
順を決める。太宰治について解説する。
第2回　『トカトントン』（「群像」1947年1月）を講師が精読し、内容について討論する。
第3回　『メリイクリスマス』（「中央公論」1947年1月）を担当者が精読し、内容について討論す
る。　
第4回　『メリイクリスマス』を論じた先行研究（第3回に配布）を担当者が分析する。その分析と、
前回の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第5回　『母』（「新潮」1947年3月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第6回　『母』を論じた先行研究（第5回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表・
討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第7回　『ヴィヨンの妻』（「展望」1947年3月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第8回　『ヴィヨンの妻』を論じた先行研究（第7回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前
回の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第9回　『父』（「人間」1947年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第10回『父』を論じた先行研究（第9回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表・
討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第11回『おさん』（「改造」1947年10月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第12回『おさん』を論じた先行研究（第11回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発
表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第13回『斜陽』（「新潮」1947年7～10月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第14回『斜陽』を論じた先行研究（第13回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第15回　まとめ：1947年の太宰治の創作活動全体について討論する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



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

 [教科書]
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]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。

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



文献文化学系７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 斎藤　理生

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5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 太宰治1948
 [授業の概要・目的]
1948（昭和23）年に発表された太宰治の作品を精読する。

 [到達目標]
太宰治の作品について理解を深めることはもちろん、近代小説の読解方法を身につけることが目標
である。具体的には、作品の読解を通じて、自分なりの論点を見つけ、明確な論拠を示して論を展
開できるようになると共に、議論を通じて自らの読みを対象化して捉えられるようになることを目
指す。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクションとして、授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当作品と発表
順を決める。
第2回　『眉山』（「小説新潮」1948年3月）を講師が精読し、内容について討論する。
第3回　『饗応夫人』（「光」1948年1月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第4回　『饗応夫人』を論じた先行研究（第3回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の
発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第5回　『女類』（「八雲」1948年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第6回　『女類』を論じた先行研究（第5回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第7回　『渡り鳥』（「群像」1948年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第8回　『渡り鳥』を論じた先行研究（第7回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発
表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第9回　『桜桃』（「世界」1948年5月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第10回『桜桃』を論じた先行研究（第9回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第11回『家庭の幸福』（「中央公論」1948年8月）担当者が『家庭の幸福』を精読し、内容につい
て討論する。　
第12回『家庭の幸福』を論じた先行研究（第11回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回
の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第13回『人間失格』（「展望」1948年6～8月）を担当者が精読し、内容について討論する。　
第14回『人間失格』を論じた先行研究（第13回に配布）を分析する。その分析と、前回の発表・討
論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。
第15回　まとめ：1948年の太宰治の創作活動全体について討論する。

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

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

 [教科書]
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]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。

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



文献文化学系８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　絵入狂言本の概説
第2回　絵入狂言本『和州法隆寺江口美影』講読（翻字の確認）
第3回　　　同　　（表紙および役人替名付）
第4回　　　同　　（一丁表）
第5回　　　同　　（二丁裏）
第6回　　　同　　（三丁表）
第7回　　　同　　（三丁裏）
第8回　　　同　　（四丁表）
第9回　　　同　　（四丁裏）
第10回　　同　　（一丁裏・二丁表挿絵）
第11回　　同　　（五丁表）
第12回　　同　　（六丁裏）
第13回　　同　　（七丁表）
第14回　　同　　（五丁裏・六丁表挿絵）
第15回　講読の総括

 [履修要件]
くずし字・変体仮名の読みに習熟していること。
後期の演習も受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当部分の発表および平常点による。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
絵入狂言本『和州法隆寺江口美影』のデジタルデータを、国立国会図書館デジタルコレクションお
よび電子版霞亭文庫から各自ダウンロードして持参すること。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　絵入狂言本の概説
第2回　絵入狂言本『大和大路陰陽泉』講読（翻字の確認）
第3回　　　同　　（表紙および役人替名付）
第4回　　　同　　（一丁表）
第5回　　　同　　（二丁裏）
第6回　　　同　　（三丁表）
第7回　　　同　　（三丁裏）
第8回　　　同　　（四丁表）
第9回　　　同　　（四丁裏）
第10回　　同　　（一丁裏・二丁表挿絵）
第11回　　同　　（五丁表）
第12回　　同　　（六丁裏）
第13回　　同　　（七丁表）
第14回　　同　　（五丁裏・六丁表挿絵）
第15回　講読の総括

 [履修要件]
くずし字・変体仮名の読みに習熟していること。
後期のみの受講も可とするが、前期の演習を受講しておくことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当部分の発表および平常点による。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
絵入狂言本『大和大路陰陽泉』のデジタルデータを、国立国会図書館デジタルコレクションから各
自ダウンロードして持参すること。

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

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



文献文化学系１０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 京都女子大学 大谷　俊太

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 室町和歌を読む
 [授業の概要・目的]
　伝後土御門天皇詠の五十首和歌に心敬が評点を付した新出の資料を講読する。本資料は、巻首二
紙・中途一紙を欠き、残存計三十九首。心敬は、毎首に評語を書き付け、時に合点を施し、稀に添
削も加える。伝称筆者の真偽を確かめつつ、室町時代の和歌を読み、合わせて、評者、心敬の歌学
・歌論について考察する。

 [到達目標]
〇古今集以来の和歌の伝統的世界、それに連なる連歌・物語の世界についての基本的知識を得る。
〇室町後期における宮廷を中心とした文学活動の実態について具体的に理解する。
〇中世和歌・歌学・歌論の流れを把握する。
〇心敬ほかの連歌師の活動の実態を知り、それらの作品を通覧し、その表現方法と物の見方・考え
方に通暁する。
〇和歌の解釈のしかたを学ぶ。
〇室町和歌の表現方法を分析し、何が表現されているのかを解釈する。

 [授業計画と内容]
　テキストの資料の画像などを配付し、一首ずつ和歌を精読し、評語を解釈する。
　あらかじめ各和歌の担当者を決め、担当者は担当の和歌について、翻字を行い、用いられている
歌語の語釈を示し、類似の表現を探すなどして検討を加え、また、心敬の評語についても解釈を施
し、それを参考にしつつ、一首の解釈を受講生全員に示す。
　他の受講生は、示された解釈について疑義を述べ、適宜自らの解釈を提示して、質疑応答を繰り
返し、可能な限りの解釈の深化・統一を行う。
　
　第１回　当該資料について
　第２回　室町和歌について
　第３回　心敬について
　第４回　遠尋山花・田家花和歌の講読
　第５回　惜花・江上暮春和歌の講読
　第６回　暮春・夏月和歌の講読
　第７回　蛍火透簾・納涼和歌の講読
　第８回　夏河・夏帯和歌の講読
　第９回　晩夏蝉・七夕後朝和歌の講読
　第10回　草花・夜鹿和歌の講読
　第11回　田家秋風・山月和歌の講読
　第12回　江月・古屋月和歌の講読
　第13回　時雨・柴霰和歌の講読
　第14回　狩場霰・雪和歌の講読
　第15回　まとめ

国語学国文学(演習) (2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(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]
授業内での発表の内容、質疑における発言など。（60点）
期末レポート。（40点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ和歌・連歌についての基礎知識を有していることが望ましい。
　担当の和歌についてはもちろん、他の受講生の担当の和歌についても、配付資料をもとに分析を
行い、自分なりの解釈を用意して授業に臨むことが望ましい。

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



文献文化学系１１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 永田　知之

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 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
漢籍の目録法、書誌情報の採取について解説する。
進行の度合いによって内容や順序に変更を生じることもあり得る。
第1回　ガイダンス
第2回　漢籍の定義（漢籍と目録の関係）
第3回　カード作成の目的（書誌の基本）
第4回　書名（表題の確定）
第5回　書名（合刻と合綴）
第6回　書名（漢籍の同定）
第7回　巻数（書誌の特徴）
第8回　撰者（書籍への関与の形態）
第9回　撰者（書籍に関与した人物の情報）
第10回　鈔刻（複製の手法）
第11回　鈔刻（刊行年と出版者）
第12回　鈔刻（底本の表示）
第13回　鈔刻（特殊な情報）
第14回　叢書・坿出・地志カードの作成
第15回　まとめ
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業内での発言や議論への参加）を加味する。
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
清水茂『中国目録学』（筑摩書房）ISBN:4480836055
井波陵一『知の座標　中国目録学』（白帝社）ISBN:9784891746346
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター編集『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友
書店）ISBN:9784892811067

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

（その他（オフィスアワー等））
授業中、分からない点については積極的な質問を期待する。
担当教員の研究室へ来る際には事前にメールで連絡した上で訪問されたい。
メールアドレスは初回の講義で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 永田　知之

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 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、西洋近代に由来する学術の枠組みを超
えた幅広い視野を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説すると共に、漢籍に関わ
る諸事象を紹介する。
進行の度合いによって内容や順序に変更を生じることもあり得る。
第1回　ガイダンス
第2回　経部・概説
第3回　経部・五経等（経注疏合刻類～春秋類）
第4回　経部・四書等（四書類～小学類）
第5回　史部・概説
第6回．史部・叙述形式（正史類～載記類）
第7回　史部・制度、伝記、地理（詔令奏議類～政書類）
第8回　史部・資料、史論（書目類～史評類）
第9回　子部・概説
第10回　子部・思想、技術（儒家類～術数類）
第11回　子部・趣味、宗教（芸術類～道家類）
第12回　集部・概説
第13回　集部・各論
第14回　叢書部
第15回　まとめ
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業内での発言や議論への参加）を加味する。
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
清水茂『中国目録学』（筑摩書房）ISBN:4480836055
井波陵一『知の座標　中国目録学』（白帝社）ISBN:9784891746346

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

（その他（オフィスアワー等））
授業中、分からない点については積極的な質問を期待する。
担当教員の研究室へ来る際には事前にメールで連絡した上で訪問されたい。
メールアドレスは初回の講義で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授国際高等教育院 道坂　昭廣

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 駢文作品選読
 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、駢文という中国古典世界の美文についてその特色について理解することにある。
六朝から唐代の駢文作品を読解する。読解を通して、駢文の成立過程、駢文の特色について理解を
進める。

 [到達目標]
中国語の特色と強く結びついた駢文について、その成立過程を具体的に考察するとともに、その特
色について検討を進める。
　南朝・斉から初唐時期の散文作品を選読することを通して、どのようにして駢文が完成・成熟に
向かってゆくその行程を跡づける。
　本講義を通して、中国唐代までの、散文の重要な文体である駢文について、古典世界における美
文とは何かという問題について理解を得ることができる。

 [授業計画と内容]
第1　駢文概説。
第2　鈴木虎雄『駢文史序説』及び駢文に対する研究
第3　駢文成立以前　漢代六朝散文
第4　南斉・文学論紹介
第5　『文選』散文作品選読（南朝・宋代作品）
第6　『文選』散文作品選読（南朝・斉代作品）
第7　梁・簡文帝とその周辺の駢文作品選読
第8　『文選』以降の散文作品選読1（徐陵）
第9　『文選』以降の散文作品選読2（「ゆ」信）
第10『文選』以降の散文作品選読3（徐陵・「ゆ」信とその周辺）
第11 北朝の散文作品選読
第12　初唐の散文作品（宮廷の駢文作品）
第13 初唐の散文作品（四傑とその周辺）
第14　初唐の散文作品（陳子昂・張説・張九齢）
第15　まとめ・駢文の完成

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授国際高等教育院 道坂　昭廣

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 駢文作品選読
 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、この講義では、駢文という中国古典世界の美文についてその特色について理解す
るを目的とする。後期は、古文運動後の晩唐の駢文作品に注目する。古文という文体に対して、駢
文が選択されたのはなぜか、駢文が復活した理由について考察を進める。

 [到達目標]
中国語の特色と強く結びついた駢文について、古文との相違に注目しつつ具体的に考察し、駢文に
対する文学意識について検討する。
　古文という文体を知りつつ、駢文を選択した時期の散文作品を選読することを通して、駢文がな
ぜ必要とされたのか、文体に対する認識の深化について李商隠などの作品を例に考える。
　本講義を通して、散文の重要な文体である駢文について、古典世界における美文とは何かという
問題について理解を得ることができる。

 [授業計画と内容]
第1　駢文とは何か。古文との比較
第2　初唐までの駢文史概説
第3　盛唐の散文作品選読1（張説と宮廷文学）
第4　盛唐の散文作品選読2（張九齢・王維）
第5　中唐の散文作品選読1（詩序）
第6　中唐の散文作品選読2（墓誌）
第7　晩唐の散文作品選読1（杜牧）
第8　晩唐の散文作品選読2（李商隠）
第9　晩唐の散文作品選読3（温庭「いん」等）
第10宋代における駢文研究1（古文と駢文）　
第11宋代における駢文研究2（駢文理論批評）
第12宋代の散文作品選読1（欧陽脩等、北宋の駢文）
第13宋代の散文作品選読2（陸游等、南宋の駢文）
第14清代の駢文作品選読
第15まとめ・中国古典文学における駢文の位置付け

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 浅原　達郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

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

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義について理解を深める。
 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。おのおの持参することが望ましいが，持ち合わせないひとは，無理に準備す
る必要はない。講義の進め方の詳細については，初回の授業で説明する。
第１回　ガイダンス
第２回～15回　説文解字の読解

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 浅原　達郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

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

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義と字音について理解を深める。
 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。受講者おのおのが一冊準備して持参することを前提とする。講義の進め方の
詳細については，初回の授業で説明する。
第１回　ガイダンス
第２回～15回　説文解字の読解

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 池田　巧

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国語の人称代名詞概観［III］
 [授業の概要・目的]
中国語の人称代名詞の歴史における人称代名詞の機能と特性について概観し、歴史的発展と地域的
な変容の諸相について考察してみたい。

 [到達目標]
中国語の第二人称および第三人称代名詞について、その歴史的変遷を概観し、これまでの研究で何
がどこまで明らかにされてきたのかについて学ぶとともに、時代と地域によってどのような特徴が
あるのか、発音・語彙・文法の諸側面から多角的に分析し、あわせて現代中国語における人称代名
詞の文法的な機能と特性についても理解を深める。本講義［III］では、中国語の人称代名詞に見ら
れる複数語尾の機能およびその起源と歴史的発展、また北方の中国語方言における一人称代名詞複
数に見られる聞き手を含む包括形と含まない排除形の区別について、歴史的に考察する。

 [授業計画と内容]
以下の計画に沿って講義を進めるが、参加者の理解状況とトピックによって、講義回数あるいは順
序に変更が生じる可能性がある。
１．人称代名詞研究の意味：授業の方針と計画について
２．一人称代名詞の種類（概要紹介）
３．一人称代名詞の文法的区別
４．二人称代名詞の種類（概要紹介）
５．二人称代名詞の文法的区別
６．三人称代名詞の発生（概要紹介）
７．三人称代名詞の変遷
８．人称代名詞複数語尾「們」の来源
９．人称代名詞複数語尾の歴史
10．現代諸方言における複数語尾
11．包括形と排除形とは
12．一人称複数包括形の成立
13．現代諸方言における包括形と排除形の区別
14．現代中国語における人称代名詞の機能と特性
15．まとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組み（50点）と授業内小レポート（50点）

 [教科書]
使用しない

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
呂叔湘『近代漢語指代詞』（商務印書館）ISBN:978-7-100-09762-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
参照すべき文献は多岐にわたるので、テーマに応じて授業時に指示する

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



文献文化学系１８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 池田　巧

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
以下の講義計画に沿って進めて行くが、受講者の理解状況とトピックに応じて、講義の順序と回数
に変更が生じる可能性がある。
１．授業の方針と計画について
２．現代中国語の構造：音韻と語彙
３．現代中国語の文法特徴
４．中国語諸方言の類型特徴
５．類型構造の地理的推移：言語類型地理論
６．現代チベット語の構造：音韻と語彙
７．現代チベット語の文法特徴
８．チベット＝ビルマ諸語の構造概観
９．基礎語彙と同源語
10．上古漢語音の復元
11．上古漢語の語彙と文法
12．チベット＝ビルマ諸語の歴史
13．チベット＝ビルマ祖語の再構
14．音韻と語彙は対応するのか？
15．まとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：授業への取り組み（50点）と授業内小レポート（50点）

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

James A. Matisoff 『Handbook of Proto-Tibeto-Burman』（University of California Press）ISBN:0-520-
09843-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
参照すべき文献は多岐にわたるので、テーマに応じて授業時に指示する

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



文献文化学系１９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 副島　一郎

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 唐宋古文研究及び江戸時代における古文受容研究
 [授業の概要・目的]
　この講義は、唐代から北宋に至る古文復興の過程を概觀する。古文文體はある意味で不自由な文
體である。にも拘はらず、古文で自己の思想・感情を表現するといふ營みがなぜ必要とされたのか、
古文で表現する行爲は精神史上にどのやうな意味をもつたのかを考察する。なほ附論として、日本
江戸時代における古文受容をも取り上げる。

 [到達目標]
唐宋古文復興の歴史的過程を理解し、散文文體と人間精神のあり方について考察できるやうになる。
また日本人が古文を受容したことの歴史的意味についても理解する。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下の計畫に從つて講義を進める。ただし講義の進み具合によつては順序やテーマの回
數を變更することがある。

1　文章創作と永生願望──唐代以前
2　文章創作と人文化成──唐代以後
3　唐代儒學の變化と古文家
4　「氣」と文章論
5　氣論と唐宋古文文體
6　宋初の士風と古文
7　宋初の易學と古文
8　『周易』か『太玄』か──怪僻古文の超克
9　文章平明説の系譜
10　古文家の人脈──晏殊の果たした役割
11　范仲淹の學問と文教振興
12　日本江戸時代初期における中國古文の受容
13　日本人と『古文眞寶後集』
14『文章軌範』と日本近世精神の誕生(1)──伊藤仁齋を中心に
15『文章軌範』と日本近世精神の誕生(2)──本居宣長を中心に

 [履修要件]
漢文および中國語を履修してゐること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）及びレポート（60％）。4回以上缺席した場合は、單位を認めない。

 [教科書]
使用しない

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示

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



文献文化学系２０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 木津　祐子

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 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国語方言と方言文法
 [授業の概要・目的]
中国語の歴史は長い。気の遠くなるような長い歴史の中で、すでに失われた様々な言語の特徴が、
共時的に方言の中に残ることがある。本授業では、そのような方言の様々な特徴を取り上げ、共通
語の歴史だけではすくい上げられない言語の総体に迫ることを目指す。歴史文献学、方言地理学、
方言文法等の側面から中国語方言の多様性を学ぶ。

 [到達目標]
中国語の方言について、特に音韻と文法の側面からその特徴と研究の同時代的意味について理解を
深める。代名詞、疑問詞、量詞など、特に名詞に関連する様々な事象を取り上げ、それが歴史文法
の側面と如何なる連関を有するのかを学ぶ。同時に、中国語を多方面から捉え、理解するための方
法論を獲得することを目指す。
 [授業計画と内容]
第1回　本講義の視点と方法
第2ー4回　中国語諸方言の特色
第5ー7回　方言地理学について
第8ー9回　歴史と方言：指示代名詞について
第10ー11回　歴史と方言：量詞について
第11ー12回　歴史と方言：疑問詞について
第13ー14回　方言と歴史言語学
第15回　まとめ

 [履修要件]
中国語を、最低1年間履修していること。

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 王　周明

配当
学年  1回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 実習 使用
言語 中国語

題目 中文學術文章寫作１
 [授業の概要・目的]
本課程為高級漢語寫作練習課。授課時將就某一寫作方法先挑選或者節選一篇範文，一邊進行提問，
一邊講解難點，分析其寫作特色；然後布置作文作業。作文作業收回批閲后發還，並在課堂上進行講
評，分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。希望學生們通過一年的學習，能做到書寫文章大致通順，
傳情達意基本無礙。【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體字，課程説明暫用日文漢字。授課
時使用中文簡體字。】

 [到達目標]
培養學生高級漢語寫作能力。

 [授業計画と内容]
基本上平均兩週為一單元，讀一篇範文，寫一篇作文。
根據授課的實際情況，内容和進度有可能進行適當調整。

1　導論
2　自我介紹（一）　基本形式
3　記叙文（一）　簡単的記人
4　記叙文（二）　簡単的叙事　
5　説明文（一）　説明事物
6　説明文（二）　解説事理
7　補充説明
8　命題作文
9　議論文（一）　立論
10　議論文（二）　駁論
11　應用文（一）　讀後感
12　應用文（二）　観後感
13　專業論文（一）　討論語言学問題
14　専業論文（二）　討論文学問題
15　総結＆命題作文

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

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

 [教科書]
適當挑選或者節選一些文体各異的中文文章來作為範文。

中国語学中国文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(外国語実習)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 王　周明

配当
学年  1回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態 実習 使用
言語 中国語

題目 中文學術文章寫作２
 [授業の概要・目的]
本課程為高級漢語寫作練習課。授課時將就某一寫作方法先挑選或者節選一篇範文，一邊進行提問，
一邊講解難點，分析其寫作特色；然後布置作文作業。作文作業收回批閲后發還，並在課堂上進行講
評，分析篇章結構和遣詞造句中存在的問題。希望學生們通過一年的學習，能做到書寫文章大致通順，
傳情達意基本無礙。【請注意：由於KULASIS系統不接受中文簡體字，課程説明暫用日文漢字。授課
時使用中文簡體字。】

 [到達目標]
培養學生高級漢語寫作能力。

 [授業計画と内容]
基本上平均兩週為一單元，讀一篇範文，寫一篇作文。
根據授課的實際情況，内容和進度有可能進行適當調整。

1　導論
2　自我介紹（二）　提高形式
3　記叙文（三）　複雑的記人
4　記叙文（四）　複雑的叙事　
5　説明文（三）　説明事物
6　説明文（四）　解説事理
7　補充説明
8　命題作文
9　議論文（三）　立論
10　議論文（四）　駁論
11　應用文（三）　讀後感
12　應用文（四）　観後感
13　專業論文（三）　討論語言学問題
14　専業論文（四）　討論文学問題
15　総結＆命題作文

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

中国語学中国文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(外国語実習)(2)

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

 [教科書]
適當挑選或者節選一些文体各異的中文文章來作為範文。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 平田　昌司

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態
使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。
 [授業計画と内容]
授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を主として利用し、章炳麟・劉師培の著
した文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

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

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

 [教科書]
舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

 [参考書等]
（参考書）
郭紹虞『中国歴代文論選　第4冊』（上海古籍出版社）
『章氏叢書』

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 平田　昌司

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 近代中国の文学論（第４期）
 [授業の概要・目的]
伝統中国から近代中国への転換期における文学論・言語論を軸として、(1)近代の中国語資料を正確
に読解する能力を向上させ、(2)正確な日本語訳注の作成能力を獲得し、(3)20世紀初期の中国の文
学理論の動向に関する理解を深める。

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。
 [授業計画と内容]
授授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を主として利用し、章炳麟・劉師培の
著した文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
中国語（古典・現代）についての一定水準以上の学力、中国古典文学についての知識と関心を有す
ること。
前期の「近代中国の文学論　第３期｝と継続して履修することが望ましい。

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

 [教科書]
舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

 [参考書等]
（参考書）
郭紹虞『中国歴代文論選　第4冊』（上海古籍出版社）
『章氏叢書』

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 木津　祐子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月4 授業

形態
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも十分予習をし、積極的に討論に参加すること。
１．ガイダンス、資料説明
２．時代背景説明、分担確認
３．小説『合同文字記』・元雑劇『包龍圖智賺合同文字』の読解：第１～３折の復習
４．『包龍圖智賺合同文字』第４折１～２葉表
５．『包龍圖智賺合同文字』第４折１～２葉表に対応する『合同文字記』読解
６．『包龍圖智賺合同文字』１～２葉表・『合同文字記』の表現に関するディスカッション
７．『包龍圖智賺合同文字』第４折２葉裏～３葉裏
８，『包龍圖智賺合同文字』第４折２葉裏～３葉裏に対応する『合同文字記』読解
９．『包龍圖智賺合同文字』２葉裏～３葉裏・『合同文字記』の表現に関するディスカッション
１０『包龍圖智賺合同文字』第４折４葉表～５葉表
１１『包龍圖智賺合同文字』第４折４葉表～５葉表に対応する『合同文字記』読解
１２『包龍圖智賺合同文字』４葉表～５葉表・『合同文字記』の表現に関するディスカッション
１３『包龍圖智賺合同文字』第４折５葉裏～６葉裏
１４『包龍圖智賺合同文字』第４折５葉裏～６葉裏に対応する『合同文字記』読解
１５『包龍圖智賺合同文字』５葉裏～６葉裏・『合同文字記』の表現に関するディスカッション

 [履修要件]
特になし

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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



文献文化学系２６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 木津　祐子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月4 授業

形態
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること。
１．前期の内容について討論
２．『包龍圖智賺合同文字』『合同文字記』の言語的特徴について発表
３．『包龍圖智賺合同文字』『合同文字記』の文学表現としての特徴について発表
４．元明戯曲と小説について『簡貼和尚』と南戲『洪和尚錯下書』について
５．元雑劇と南戲について
６．小説『簡貼和尚』と南戲『洪和尚錯下書』について
７．『洪和尚錯下書』第１折第１～２葉表
８．『洪和尚錯下書』第１折第１～２葉表に対応する『簡貼和尚』読解
９．両者の表現に関するディスカッション（第１折第１～２葉表）
１０『洪和尚錯下書』第１折第２葉裏～３葉裏
１１『洪和尚錯下書』第１折第２葉裏～３葉裏に対応する『簡貼和尚』読解
１２両者の表現に関するディスカッション（第１折２葉裏～３葉裏）
１３『洪和尚錯下書』第１折第４葉表～５葉表
１４『洪和尚錯下書』第１折第４葉表～５葉表に対応する『簡貼和尚』読解
１５両者の表現に関するディスカッション（第１折第４葉表～５葉表）
（４）南戲『洪和尚錯下書』など

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

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



文献文化学系２７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 緑川　英樹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
『山谷詩集注』（内集）巻五「次韻子瞻武昌西山」から読み進める。任淵の注や漢文抄『帳中香』
などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをもとに受講者全員
で討論してゆく。
第1回　イントロダクション
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読
『山谷詩集注』巻五から毎回１首程度のペースで読み進め、作品の解釈・背景について討論する。
第15回　まとめ
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
『山谷詩集注』（藝文印書館ほか）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 緑川　英樹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態
使用
言語 日本語

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
『山谷詩集注』（藝文印書館）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者以外の受講者の方も毎回きちんと予習をしてください。最低限、当該作品の本文および
任淵注は読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宇佐美　文理

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 金4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
中国文献学についての基礎的な知識を獲得する。さらに、版画作品に類する時代的様式の変遷を明
確に持っている木版印刷の歴史を学ぶことによって、印面からある程度の年代決定ができる知識と
視覚経験を獲得する。また、黄丕烈などの文献学者が漢籍をどのように見ていたかを理解する。

 [授業計画と内容]
１．版本の歴史の概説
２．『士礼居蔵書題跋記』巻四緯略
３．蘆浦筆記
４．賓退録
５．学斎<人占>畢
６．論衡
７．麈史
８．夢溪筆談
９．<玉行><玉黄>新論
１０．春渚紀聞
１１．却掃編
１２．愧<炎邑>録
１３．捫虱新話
１４．霏雪録
１５．洞天清録
１６．意林
１７．續談助
１８．太平御覧
１９．小字録
２０．開元天寶遺事
２１．南部新書
２２．<水黽>水燕談録
２３．潮山野録
２４．揮麈前録後録
２５．邵氏聞見録
２６．耆旧續聞
２７.青<玉炎>高議
２８．帰潜志

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

２９．山居新話東園友聞
フィードバック（詳細は授業時に説明します）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。

 [教科書]
使用しない
『士礼居蔵書題跋記』をコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業時に適宜指示する。

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

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



文献文化学系３０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 池田　恭哉

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2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国家訓研究
 [授業の概要・目的]
中国には数多くの「某某家訓」と銘打たれた文章があるし、また後世の者に遺した言葉も多く伝わ
る。だがそれらに共通する特質は何なのかということは、なお明らかにされていない部分が多い。
本講義では、唐・欧陽詢撰『芸文類聚』巻２３・鑑誡に収められる文章の中から、明確に子や家に
伝えようと著されたものを読む。それらの文章が鑑誡の名の下にまとめられていることをヒントに、
家訓の淵源や特質について探究する。また南北朝時代に著された家訓も合わせて読むことで、家訓
が歴代どのような体裁、内容のものとして認識されてきたのかを考察する。

 [到達目標]
様々な家訓や遺訓の類を読み、その特質を究明しようとする。また家訓の中国社会における位置づ
けを把握する。

 [授業計画と内容]
原則として講義形式で進めるが、出席者にも適宜テキストを読解してもらう場面がある。なお以下
[　]に括ったのは、『芸文類聚』巻23・鑑誡には収められない文章。
１家訓に関する研究状況（その大枠・日本編）
２家訓に関する研究状況（その大枠・海外編）
３家訓に関する研究状況（個別の家訓・日本編）
４家訓に関する研究状況（個別の家訓・海外編）
５『芸文類聚』巻23・鑑誡に収められる文章の紹介
６東方朔・誡子
７劉向・誡子書
８馬援・誡兄子書
９張奐・誡兄子書
10鄭玄・戒子
11鄭玄・戒子（その先行研究）
12司馬徽・誡子書
13王脩・誡子書
14王粛・家誡
15王昶・家誡
16ケイ康・家誡
17姚信・誡子
18諸葛亮・誡子
19羊〈示古〉・誡子書
20陶潜・誡子書
21 [陶潜・与子儼等疏]
22顔延之・庭誥
23顔延之・庭誥（その先行研究）
24徐勉・与大息山松書
26徐勉・与大息山松書（その先行研究）
27 [王僧虔・誡子書]

中国哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)  (2)

28 [王僧虔・誡子書]（その先行研究）
29 [顔之推・顔氏家訓]
30 [顔之推・顔氏家訓]（歴代の家訓の中に位置づける）
※フィードバックの方法は授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（教員による発問に対する積極的な回答、講義に際しての討議への参加など）を３０％、最
終レポートを７０％で評価。

 [教科書]
授業中に指示する
教員作成のプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習としては、講義で取り上げる漢文を、自分でも現代語訳してみる。

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



文献文化学系３１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 井上　進

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 明代における出版動向と学術の変遷研究
 [授業の概要・目的]
　明代における学術の変遷を、書物事情、特に出版情況の動向を通じて跡づけ、時代の風気と学術
の関係を考察する。
　なお本講義では、単に事柄の推移を概説するというのではなく、そうした推移を表現している文
献史料を紹介し、受講生とともにこれを読み進め、各時期の学術的、文化的風気を理解ないし感得
することをめざす。
　

 [到達目標]
　具体的な史料を通じて明代出版史の基本的事実関係を知ると同時に、そこに表現されている時代
の風気、エートスを理解、ないし感得する。

 [授業計画と内容]
第1回　出版情況と学術
第2回　明初の書物事情
第3回　薛セン『読書録』、胡居仁『居業録』における知識
第4回　古典著作の復興……経史
第5回　古典著作の復興……子集
第6回　活字本の位置
第7回　華氏会通館の出版
第8回　王学と知識
第9回　嘉靖期の出版と学術
第10回　先秦諸子、秦漢古書
第11回　李卓吾ら
第12回　俗文学書、版画書、趣味書その他
第13回　六経皆史説
第14回　出版と学術の臨界点
第15回　フィードバック。その方法については授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点による。本講義では毎回必ず史料の読解を行なうので、その際に示される各自の読解能力
と、その史料から何を読み取るのかという解釈の能力によって総合的に判定する。なお三分の二以
上の出席がない場合は、評価の対象とならない。

 [教科書]
特に定まったテキストは使用せず、教室でプリントを配布する。

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
　

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義の際に紹介する研究、参考文献等を参照のこと。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義なので、疑問や意見については講義の際に随時受け付けます。

※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。



文献文化学系３２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 永田　知之

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 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
漢籍の目録法、書誌情報の採取について解説する。
進行の度合いによって内容や順序に変更を生じることもあり得る。
第1回　ガイダンス
第2回　漢籍の定義（漢籍と目録の関係）
第3回　カード作成の目的（書誌の基本）
第4回　書名（表題の確定）
第5回　書名（合刻と合綴）
第6回　書名（漢籍の同定）
第7回　巻数（書誌の特徴）
第8回　撰者（書籍への関与の形態）
第9回　撰者（書籍に関与した人物の情報）
第10回　鈔刻（複製の手法）
第11回　鈔刻（刊行年と出版者）
第12回　鈔刻（底本の表示）
第13回　鈔刻（特殊な情報）
第14回　叢書・坿出・地志カードの作成
第15回　まとめ
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業内での発言や議論への参加）を加味する。
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
清水茂『中国目録学』（筑摩書房）ISBN:4480836055
井波陵一『知の座標　中国目録学』（白帝社）ISBN:9784891746346
京都大学人文科学研究所附属漢字情報研究センター編集『漢籍目録──カードのとりかた』（朋友
書店）ISBN:9784892811067

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

（その他（オフィスアワー等））
授業中、分からない点については積極的な質問を期待する。
担当教員の研究室へ来る際には事前にメールで連絡した上で訪問されたい。
メールアドレスは初回の講義で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 永田　知之

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 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
書物の分類を通じて漢字文化の特徴を理解することにより、西洋近代に由来する学術の枠組みを超
えた幅広い視野を養う。

 [授業計画と内容]
『京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧』に基づき、分類法について解説すると共に、漢籍に関わ
る諸事象を紹介する。
進行の度合いによって内容や順序に変更を生じることもあり得る。
第1回　ガイダンス
第2回　経部・概説
第3回　経部・五経等（経注疏合刻類～春秋類）
第4回　経部・四書等（四書類～小学類）
第5回　史部・概説
第6回．史部・叙述形式（正史類～載記類）
第7回　史部・制度、伝記、地理（詔令奏議類～政書類）
第8回　史部・資料、史論（書目類～史評類）
第9回　子部・概説
第10回　子部・思想、技術（儒家類～術数類）
第11回　子部・趣味、宗教（芸術類～道家類）
第12回　集部・概説
第13回　集部・各論
第14回　叢書部
第15回　まとめ
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業内での発言や議論への参加）を加味する。
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
清水茂『中国目録学』（筑摩書房）ISBN:4480836055
井波陵一『知の座標　中国目録学』（白帝社）ISBN:9784891746346

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

（その他（オフィスアワー等））
授業中、分からない点については積極的な質問を期待する。
担当教員の研究室へ来る際には事前にメールで連絡した上で訪問されたい。
メールアドレスは初回の講義で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 武田　時昌

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 易と老子の自然哲学（上）
 [授業の概要・目的]
　中国における科学思想の理論的特質や史的展開を総合的に研究しようとするならば、その理論的
基盤を明確にしておく必要がある。理論的基盤を提供したのは、易と老子の自然哲学である。儒家、
道家の経典としての成立過程や注釈史はこれまでの研究で大いに議論されているが、両書が自然探
究の学問や技芸にどのような思考ベクトル、認識パターンを提供したかについては、まだ検討の余
地が残されている。とりわけ、八卦の象数に投影させた数理思想、老子の長生論を発展させた養生
思想には独特の科学的思考がある。それらを理論的根底に据えて数学、天文学、医薬学といった自
然科学分野の理論化がなされ、同時に先秦方術、神仙養生思想から諸占術や養生術、身体技法が生
み出され、科学と易を核とする占術が複合した術数学が形成された。
　そこで、中国的自然哲学の構造的把握を目的として、前期は「道（タオ）」「仙」という概念装
置によって思想文化に何がもたらされ、いかなる社会的作用を発揮したについて、多角的な考察を
試みる。

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

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて概説した後に、参加者による自由討論を繰り広げる。
１.ヒトと国家の健康寿命(1)「ぱいぬ島健康プランと古代養生術」
２.ヒトと国家の健康寿命(2)「近代国家クライシスと受命改制」
３.老子文明論(1)「隠遁の美学：学を絶てば憂い無し」
４.老子文明論(2)「逸脱のステラテジー：原人回帰と嬰児復帰」
５.老子文明論(3)「生命のトポロジー：天下は神器なり」
６.彭祖治身論(1)「身体論：流水不腐と龍争虎闘」
７.彭祖治身論(2)「自然観：産長収蔵の生理節律」
８.漢代思想革命私論「虚無と刑徳：黄老道のニヒリズム」
９.漢代思想革命私論「郊祀と災異：サイエンスとオカルトのあいだ」
10.世紀末救世主伝説(1)「赤精子の予言と無血革命」
11.世紀末救世主伝説(2)「陽九・百六の災厄と終末論」
12.仙界パラダイム「黒洞・虎穴の世界線と探知眼」
13.仙界パラダイム「万能薬のレベル７、神セブン」
14.東洋的哲学談義(2)「タオ自然学：素粒子のコズミックダンス」
15.東洋的哲学談義(1)「幻想の東洋、憧憬の西洋」

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（自主レポート歓迎）。

 [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]
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

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



文献文化学系３５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 武田　時昌

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 易と老子の自然哲学（下）
 [授業の概要・目的]
　中国における科学思想の理論的特質や史的展開を総合的に研究しようとするならば、その理論的
基盤を明確にしておく必要がある。理論的基盤を提供したのは、易と老子の自然哲学である。儒家、
道家の経典としての成立過程や注釈史はこれまでの研究で大いに議論されているが、両書が自然探
究の学問や技芸にどのような思考ベクトル、認識パターンを提供したかについては、まだ検討の余
地が残されている。とりわけ、八卦の象数に投影させた数理思想、老子の長生論を発展させた養生
思想には独特の科学的思考がある。それらを理論的根底に据えて数学、天文学、医薬学といった自
然科学分野の理論化がなされ、同時に先秦方術、神仙養生思想から諸占術や養生術、身体技法が生
み出され、科学と易を核とする占術が複合した術数学が形成された。
　そこで、中国的自然哲学の構造的把握を目的として、後期は易卦の数理を構造的に把握し、易文
化の特色について、多角的な考察を試みる。

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

 [授業計画と内容]
以下のテーマを概説した後に、参加者による自由討論を繰り広げる。
１.八卦始原「河図洛書伝説」
２.三易之法「連山・帰蔵・周易」
２.易と孔子「韋編三絶と十翼」
３.易の台頭「持満の道、損益の道」
４.京氏易(1)「京房の災異思想」
５.京氏易(2)「四時循環の八卦システム」
６.京氏易(3)「八卦と方位学」
７.後漢の緯学「易緯と郎顗」
８.義理易(1)「王弼忘象論と老荘学」
９.義理易(2)「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」
10.中世易学「敦煌占術書の証言」
11.易図論(1)「ライプニッツの驚嘆」
12.易図論(2)「運気論と近世日本」
13.易文化論(1)「方違えの八卦占と死兆星」
14.易文化論(2)「八卦のフォース：記憶と心理の深層」
15.易文化論(3)「エターナルポースの未来予想図」

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（自主レポート歓迎）。

 [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]
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

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



文献文化学系３６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 船山　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 五ー六世紀中国の在家者の理解した仏教思想と仏教史(1)
 [授業の概要・目的]
中国の仏教の歴史は，インド伝来の外来情報を漢訳を通じて受け継ぐ面と，仏教伝来以前から中国
に存在した伝統的学術に基づく面の両面から成る。特に在家仏教の実態を知るにはこの両面を理解
する必要がある。この授業ではいかにも中国的な仏教の特色を示し始める紀元後５世紀頃（南斉と
梁）の南朝貴族仏教を理解するため，その代表的文献である南斉の蕭子良『浄住子』を取り上げ，
その内容を理解することを目指す。

 [到達目標]
在家者の仏教理解を示す資料を正確に読むための方法と必要な知識を習得し，あわせて以下の基本
を身に付けることができるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料

 [授業計画と内容]
第1回：中国仏教を学ぶために必要な工具書と基本となる研究書，電子テキストの概説
第2回：大蔵経の基礎知識，特徴，歴史，特に注意すべきこと
第3回：大正大蔵経を用いる時に注意すべきこと
第4回：南斉竟陵文宣王蕭子良『浄住子』の紹介。その内容と資料。仏教史上の意義
第5回：『浄住子』精読─序
第6回：『浄住子』精読─自序
第7回：『浄住子』精読─第一門
第8回：『浄住子』精読─第一門
第9回：『浄住子』精読─第二門
第10回：『浄住子』精読─第二門
第11回：『浄住子』精読─第三門
第12回：『浄住子』精読─第三門
第13回：『浄住子』精読─第四門
第14回：『浄住子』精読─第四門
第15回：『浄住子』精読10回分を振り返り，内容を整理
※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

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
船山徹『南斉・竟陵文宣王蕭子良撰『浄住子』の訳注作成を中心とする中国六朝仏教史の基礎研究』
（科学研究費成果報告書2006）（出席者全員に一部ずつ配布し，その内容を基に授業を進める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備してほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 船山　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 五ー六世紀中国の在家者の理解した仏教思想と仏教史(2)
 [授業の概要・目的]
中国の仏教の歴史は，インド伝来の外来情報を漢訳を通じて受け継ぐ面と，仏教伝来以前から中国
に存在した伝統的学術に基づく面の両面から成る。特に在家仏教の実態を知るにはこの両面を理解
する必要がある。この授業ではいかにも中国的な仏教の特色を示し始める紀元後５世紀頃（南斉と
梁）の南朝貴族仏教を理解するため，その代表的文献である南斉の蕭子良『浄住子』を取り上げ，
その内容を理解することを目指す。

 [到達目標]
在家者の仏教理解を示す資料を正確に読むための方法と必要な知識を習得し，あわせて以下の基本
を身に付けることができるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料

 [授業計画と内容]
第1回：大蔵経の基礎知識，特徴，歴史。大正大蔵経を用いる時に注意すべきこと
第2回：南斉竟陵文宣王蕭子良『浄住子』の紹介。その内容と資料。仏教史上の意義
第3回：『浄住子』精読─第五門
第4回：『浄住子』精読─第五門
第5回：『浄住子』精読─第六門
第6回：『浄住子』精読─第六門
第7回：『浄住子』精読─第七門
第8回：『浄住子』精読─第七門
第9回：『浄住子』精読─第八門
第10回：『浄住子』精読─第八門
第11回：『浄住子』精読─第九門
第12回：『浄住子』精読─第九門
第13回：『浄住子』精読─第十門
第14回：『浄住子』精読─第十門
第15回：『浄住子』精読12回分を振り返り，内容を整理
※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

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
船山徹『南斉・竟陵文宣王蕭子良撰『浄住子』の訳注作成を中心とする中国六朝仏教史の基礎研究』
（科学研究費成果報告書2006）（出席者全員に一部ずつ配布し，その内容を基に授業を進める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備してほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宇佐美　文理

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 国朝文録精読
 [授業の概要・目的]
古典文献の講読を通して、漢文読解力を養うと共に、中国文化への理解を深める。そのために『国
朝文録』を精読する。授業は、各文章毎に、学生諸氏に訳注を準備してもらい、授業時に参加者全
員で内容等について議論検討する、という形式を取る。出典に確実に当たることを重視し、本文の
文章や語句などすべての典拠、用例について、もとの書物（紙で出来た書物）を調べる作業を重視
する。今年は巻二十一の序跋の部分を読む。

 [到達目標]
漢文を精読することにより、漢文読解力を養成する。さらに、出典を調べながら漢籍を読むことが
できるようになる。また、さまざまなジャンルの書物の序跋を読むことにより、中国の書物につい
ての幅広い知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
１．授業の概要、授業の進め方、訳注の作り方などのガイダンス
２．福建続志理学伝序
３．石東邨詩序
４．朱子大全精言序
５．春秋列国地形険要表序
６．易翼述信序
７．詩集自序
８．王次山詩序
９．書盧仝月蝕詩後
１０．衛文節公奏議序
１１．水道提綱序
１２．外藩蒙古五十一旗序
１３．宋明大礼私議序
１４．題沈端恪公神道碑後
１５．全謝山<魚吉>埼亭集序
１６．礼例序
１７．暦学新説跋
１８．明堂大道録序
１９．再書封建論後
２０．書崔実政論後
２１．書王荊公文集後
２２．沈冠雲文集序
２３．谿音序
２４．刪録荀子序
２５．海舶三集序
２６．方晞原時文序
２７．王載揚詩集序
２８．張宏勛詩集序

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

２９．跋絳守居園池序
フィードバック（詳細は授業時に説明する）

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
授業時に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
綿密な下調べが必要です。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 池田　恭哉

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4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 孫志祖『読書〈月坐〉録』
 [授業の概要・目的]
清・孫志祖『読書〈月坐〉録』を読む。孫志祖が関心を持ったテーマに対し、様々な角度から考察
した過程を、『読書〈月坐〉録』を精読することで追体験してもらう。多彩なテーマの考証を読む
ことは、古典読解能力を高めるとともに、その考証の手法を学ぶことをも可能にするであろう。

 [到達目標]
中国古典文献を、典拠や用例を調べながら正確に読解し、またそれを自然な日本語訳にする能力を
身につける。またそこに披瀝されている考証の手法を体得することを目指す。

 [授業計画と内容]
毎回の担当者を決め、訳注稿を作成してきてもらい、それについて出席者全員で討議する形式をと
る。
１ガイダンス
２序
３易賛
４鄭氏易
５鄭氏易その２
６易文言
７元亨利貞
８見龍在田時舎・苞桑
９鴻漸于逵
10与地之宜
11立成器
12尚書釈文本異
13虞書
14柳谷
15舜典無錯簡
16藝祖
17幽洲
18丹朱ゴウ
19三品
20九河
21孥戮
22奈何
23優賢揚歴
24王人
25西伯戡黎
26攷定武成
27攷定武成その２・洪範無錯簡
28日蒙日駅
29康誥四十八字

中国哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習) (2)

30〈非木〉字
※フィードバックの方法は授業時に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（訳注稿に基づく発表、その修正稿の提出、自身の予習に基づく討議への参加などを
総合的に判断する）。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習は学生が主役であるため、自身の意見を言うためには、相当な予習が必要である。また作成し
た訳注稿は、後日修正稿を提出してもらう。

（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。



文献文化学系４０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『春秋左伝正義』
 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『春秋左伝正義』
 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 古勝　隆一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『荘子』郭象注を読む
 [授業の概要・目的]
『荘子』は道家思想の核心的な文献であるが、同書を理解するために欠かせないのが、西晋の郭象
が書いた注釈である。この授業では、『荘子』郭象注をなるべく厳密に読み解くことを目標とする。

ただ、『荘子』が難解であるのみならず、郭象の注も相当に難解である。テクストに正面から向か
い合い、正確な理解を目指すのはむろんだが、それをサポートする、書誌学的・校勘学的な知識も
あわせて習得することを目標としている。
前期は、逍遙遊篇を読むこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・『荘子』郭象注の諸本を比較し、書誌学的ならびに校勘学的な手法を習得する。
・訓詁に着目し、『荘子』及び郭象注を正確に理解する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
『荘子』郭象注の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～６回　逍遙遊篇「北冥有魚」章
・第８回　　逍遙遊篇「堯譲天下」章
・第９回～１０回　逍遙遊篇「肩吾問於連叔」章　
・第１１回～１３回　逍遙遊篇「北冥有魚」章
・第１４回　逍遙遊篇「北冥有魚」章
・第１５回　フィードバック。

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

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

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
月曜4限をオフィス・アワーにあてる。

※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。



文献文化学系４３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 古勝　隆一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『荘子』郭象注を読む
 [授業の概要・目的]
『荘子』は道家思想の核心的な文献であるが、同書を理解するために欠かせないのが、西晋の郭象
が書いた注釈である。この授業では、『荘子』郭象注をなるべく厳密に読み解くことを目標とする。

ただ、『荘子』が難解であるのみならず、郭象の注も相当に難解である。テクストに正面から向か
い合い、正確な理解を目指すのはむろんだが、それをサポートする、書誌学的・校勘学的な知識も
あわせて習得することを目標としている。
後期は、人間世篇を読むこととする。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・『荘子』郭象注の諸本を比較し、書誌学的ならびに校勘学的な手法を習得する。
・訓詁に着目し、『荘子』及び郭象注を正確に理解する。
・上記二点に基づき、訳注稿を完成させる。

 [授業計画と内容]
『荘子』郭象注の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～６回　人間世篇「顔回見仲尼」章
・第７～１０回　　人間世篇「葉公子高将使」章
・第１１回～１３回　人間世篇「有人於此」章　
・第１４回　人間世篇「匠石之斉」章
・第１５回　フィードバック。

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

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

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
月曜4限をオフィス・アワーにあてる。

※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。



文献文化学系４４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）
 [授業の概要・目的]
　朝鮮の朱子学者韓元震（1682～1751）の主著『朱子言論同異攷』を読む。同書は「理気」「理」
「陰陽」「五行」「天地」等の項目ごとに朱熹の言論の異同を指摘し、その早晩の鑑別や「定論」
の判定を企図したものである。授業は輪読形式で行い、担当者が作成した訳注原稿を受講者全員で
検討する。受講者には各自、同書所引の朱熹語の原典に当たり、異同の持つ意味を整理した上で、
韓元震の所論の是非を批判的に検証することを要求する。
　テキストはソウル大学校奎章閣蔵『朱子言論同異攷』を使用する（プリント配布）。
 [到達目標]
　テキストの精読を通して高度の漢文読解・出典調査能力を錬成し、朱子学に対する理解を深め、
朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得ることに加え、朝鮮学の諸資料や工具書（電子媒体を含む）
の利用方法を身につけることを目標とする。　
 [授業計画と内容]
○第1回　資料解説、関連資料紹介、担当者の割り振り。
○第2回～第15回資料講読

　※テキストを順次講読する。進度は1回につき影印本1葉程度を目安とする。必要に応じて講読を
休止し、担当教員が内容整理、総括や補足説明を行う場合も有る。
　※フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席情況と平常点（漢文読解・出典調査能力、講読資料に対する理解度、朱子学や朝鮮朱子学に対
する知見）。
 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異攷』
所引の朱熹語の原典にあたること。また『南塘集』の調査等により、『朱子言論同異攷』における
韓元震の主張の背景を検討すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 中　純夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
　テキストの精読を通して高度の漢文読解・出典調査能力を錬成し、朱子学に対する理解を深め、
朝鮮朱子学に関しても一定の知見を得ることに加え、朝鮮学の諸資料や工具書（電子媒体を含む）
の利用方法を身につけることを目標とする。　

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

　※テキストを順次講読する。進度は1回につき影印本1葉程度を目安とする。必要に応じて講読を
休止し、担当教員が内容整理、総括や補足説明を行う場合も有る。
　※フィードバックの方法については、授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席情況と平常点（漢文読解・出典調査能力、講読資料に対する理解度、朱子学や朝鮮朱子学に
対する知見）。

 [教科書]
使用しない
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中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
『朱子語類』『朱文公文集』『四書集注』『四書或問』等、朱熹の著作によって『朱子言論同異攷』
所引の朱熹語の原典にあたること。また『南塘集』の調査等により、『朱子言論同異攷』における
韓元震の主張の背景を検討すること。

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



文献文化学系４６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 横地　優子

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2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語及び英語

題目
ヒンドゥー神話研究：ヴァラーハ神話を中心として (A Study of Hindu myths: the Varaha 
myth)

 [授業の概要・目的]
プラーナとよばれる文献群は中世ヒンドゥー教神話研究にとってもっとも重要な資料である。その
中で５～６世紀に成立した『スカンダプラーナ』は、シヴァ神話をまとめて語る最古の作品である
が、その中に当時の代表的なヴィシュヌ神話をも包摂している。今回はその中からヴァラーハ（ヴ
ィシュヌの猪の化身）神話をとりあげ、まずヴァラーハがヴィシュヌの化身とみなされるようにな
る過程を検討したのち、それがさらにどのようにシヴァ神話の中に摂取されたかを検討する。授業
の後半では、『スカンダプラーナ』中のヴァラーハ神話の語りの一部について、履修者が分担して
写本からの校訂を行うことで、実践的に写本の扱い方やプラーナ文献の校訂方法を学んでもらう。
(The Skandapurana, ascribed to the 6th to the 7th century, is the oldest Purana that narrates the Shaiva 
mythology systematically, incorporating some Visnu myths that were popular at the time of its composition. 
In this class we focus upon the Varaha (Boar) myth among the Visnu myths in the Skandapurana. In the first 
half of the class the early history of the Varaha myth---how the Varaha became one of Visnu’s
manifestations and how the myth was adapted into the Shaiva mythology--is studied. In the second half we 
practice editing a Puranic text from manuscripts, using a part of the Varaha myth in the Skandapurana.)

 [到達目標]
初期ヒンドゥー神話の形成史について理解を深め、その研究方法およびプラーナ文献の校訂方法を
習得する。
(Students can learn the early history of the Hindu myths being formulated and its research methods, as well as 
how to edit a Puranic text.)

 [授業計画と内容]
第1回　スカンダプラーナ概論
第2回　スカンダプラーナにおけるヴィシュヌ神話
第3回　ヴィシュヌ神話におけるアヴァターラ（化身）体系の発展史
第4回　ブラーフマナ文献におけるヴァラーハ神話
第5～6回　ハリヴァンシャにおけるヴァラーハ神話 (Appendix 1.42)
第7回　スカンダプラーナにおけるヴァラーハ神話：総論（第96～110章）
第8回　グプタ期のヴァラーハ像とその解釈
第9～14回　スカンダプラーナにおけるヴァラーハ神話
　履修者各自が決めた担当部分について、写本の読みと校訂テキストを提示して、全員で検討する。

第15回　総括
(Class 1: Introduction of the Skandapurana
Class 2: The Vaisnava myths in the Skandapurana
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インド古典学(特殊講義)(2)

Class 3: History of the concept of avatara in the Vaisnava mythology
Class 4: The Varaha myths in the Brahmana
Class 5-6: The Varaha myth in Harivamsa, Appendix 1.42
Class 7: The Varaha myth in the Skandapurana: an overview of Chapters 96-110
Class 8: The Varaha images in the Gupta period
Class 9-14: The Varaha myth in the Skandapurana: presentation of the edited text and examination
Class 15: Concluding discussion)

 [履修要件]
サンスクリット文法既修者 (Abhility to read and comprehend Sanskrit)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。(Perfomance in class)

 [教科書]
授業中に扱うテキストと関連論文については、プリント等を配布する。
(The relevant Sanskrit text and articles will be distributed in class in print.)

 [参考書等]
（参考書）
・Yokochi, Yuko, The Skandapurana III. Egbert Forsten, Groningen & Brill, Leiden. 2013. ISBN: 
9789004250727
・Bakker, Hans, The World of the Skandapurana. Brill, Leiden. ISBN: 9789004270091
・Bisschop, Peter & Yuko Yokochi, in coopreration with Diwakar Acharya & Judit Torzsok, The 
Skandapurana IV. Brill, Leiden. 2017 (forthcoming).
・Krsnaprasada Bhattarai (ed.), Skandapuranasya Ambikakhandah. Kathmandu. 1988.

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うサンスクリット文献資料と関連論文の予習、および担当部分の校訂テキストの準備が必
要となる。(Preparation in the relevant Sanskrit text and articles is required.)

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



文献文化学系４７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 VASUDEVA，Somdev

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 英語

題目  Tarkasamgraha
 [授業の概要・目的]
How did the systematizers of the realist Nyaya and Vaisesika schools of philosophy in the seventeenth 
century approach the inherited ancient philosophical texts of their own school? As newly developed navina- 
(Neo-) systems, what attitude did they show to the ancient authorities of their own system? To answer these 
questions we will look at the work of Annambhatta, whose work became so popular as to become a standard 
introductory manual. We will learn how to read the text with the aim of determining what issues motivated 
the author to adopt given strategies, and ultimately uncover what problems his systematization was trying to 
address.

 [到達目標]
Students will learn how to read and study the ontological sections of Tarkasamgraha of Annambhatta. The 
aim is to enable students to understand the fundamental principles of Annambhatta’s approach to 
classification and definition. This will serve as a basic introduction to the methodology of the new logicians 
whose style subsequently came to dominate all fields of enquiry. Students will read passages explaining, in 
simple and clear style, some of the major tenets of the newly unified Nyaya-Vaisesika system and see how 
they relate to earlier ideas and later developments. 

 [授業計画と内容]
Week 1: Introduction. 
Week 2: Who was Annambhatta? How did a 17th century manual of logic become so popular? 
Week 3: The seven categories. Why are there only seven categories? Refutation of other proposed categories. 
Is Shakti a meta-category? 
Week 4: The category of substance. What is classification? 
Week 5: The category of quality. Analysis of rival views of quality. Generic and particular qualities. 
Week 6: The category of action. Analysis of rival views of action. 
Week 7: The Nyaya-Vaisesika theory of Universals, Particulars and Inherence. 
Week 8: Rejection of the views of Grammarians, Buddhists, Mimamsakas, and Advaitins on Universals, 
Particulars and Inherence. 
Week 9: The category of Absence. 
Week 10: The theory of Extrinsic Relation. 
Week 11: The Vaisesika theory of Space and Time. 
Week 12: Classification of the Self and the Mind. 
Week 13: Rival theories of Causation. 
Week 14: The means of valid cognition. 
Week 15: Concluding discussion.
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インド古典学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit.

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）

Ko, Endo. 『“The works and flourishing period of Narayanatirtha, the author of the Yogasiddhantacandrika.
” Sambhasa; 14 (1993): 41-60.』（Nagoya University.）
Y. V. Athalye 『The Tarkasamgraha of Annambhatta』 (Bombay. 1897)
S. Kuppuswami Sastri 『A Primer of Indian Logic』 (Kuppuswami Shastri Research Institute. Madras. 1951.
)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparatory reading of passages to be read and discussed in class. 

（その他（オフィスアワー等））
To be determined.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４８
授業科目名
　<英訳>

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

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 英語

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

In this term the main focus will shift to the study of the commentarial literature on kaavya. Students will be 
introduced to the main types and stylistic peculiarities of the genre and will be gradually guided towards a 
more comprehensive and detailed understanding of the phenomenon. 

We will first concentrate on commentaries on mahaakaavya by taking an example of Bhaaravi's 
Kiraataarjuniiya, and then turn to commentaries on shorter poetic compositions by looking at Kaalidaasa's 
Meghaduuta.

 [到達目標]
- to learn about stylistic peculiarities of commentarial literature on kaavya
- to develop skills in reading and understanding of Sanskrit commentaries on kaavya- 
- to develop skills in reading and interpreting Sanskrit kaavya literature on the basis of its commentaries

 [授業計画と内容]
Following an introductory lecture (Week 1), in the remaining classes (Weeks 2-15) we will read, discuss and 
analyse various published and unpublished commentaries on a selection of verses from the Kiraataarjuniiya 
of Bhaaravi and the Meghaduuta of Kaalidaasa.

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

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

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [教科書]
The reading materials will be distributed during the class.

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系４９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 藤井　正人

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

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

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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



文献文化学系５０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 藤井　正人

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

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

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

 [授業計画と内容]
第1回『ジャイミニーヤ・ウパニシャッド・ブラーフマナ』(JUB)概観
第2回 JUB とサーマ・ヴェーダ
第3回 JUB と『ジャイミニーヤ・ブラーフマナ』
第4回 JUB とその他の初期ウパニシャッド
第5回 JUB精読 1.1-2: 歌詞のないサーマン(歌詠)
第6回 JUB精読 1.3-5: 歌詞のないサーマンによる天界への上昇（祭式の場で）
第7回 JUB精読 1.28-30: サーマンによる上昇と太陽への解放
第8回 JUB精読 3.8-10: 人間の三度の生死
第9回 JUB精読 3.11-15: 歌詞のないサーマンによる天界への上昇（死後）
第10回 JUB精読 3.20-27: 死後の身体諸要素の回収（身体の再形成）
第11回 JUB精読 3.28: 地上への再生
第12回 JUB精読 3.29-30: 身体のない死んだ叔父に出会う話
第13回 JUB精読 3.38-42: 歌詞のないサーマンと不死
第14回総括(1)祭式歌詠の思想性
第15回総括(2) JUB の再生説

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [教科書]
教材を授業時に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
辻　直四郎『ウパニシャッド』（講談社学術文庫）ISBN:4-06-158934-2
服部正明『古代インドの神秘思想―初期ウパニシャッドの世界』（講談社学術文庫）ISBN:4-06-
159731-0

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

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



文献文化学系５１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名

京都学園大学　　　
経済経営学部教授 山下　勤

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 特殊講義
使用
言語 日本語及び英語

題目 インド伝統医学文献概説 (A Survey of Traditional Medical Literature in India)
 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、インド伝統医学のサンスクリット語文献を概観し、インド伝統医学全般の基礎
的知識を提示することにある。とくに今年度は、インド伝統医学文献に見られる病理論について、
その歴史的な発展過程に留意しながら考察する。
(The purpose of this lecture is to show the basic knowledge of traditional medicine in India through the 
survey of Sanskrit medical literature. This year’s lecture will focus on the study of pathology in traditional 
Indian medicine.) 

 [到達目標]
様々なインド伝統医学文献に見られる医学理論についての理解を深め、インド医学史に関する基礎
的知識を習得する。
(To acquire basic knowledge of the history of medicine in India through understanding traditional medical 
theories shown in the various traditional Indian medical texts.)

 [授業計画と内容]
第１回～第２回　インド医学史とサンスクリット医学文献についての概要説明
(1st and 2nd: Introduction)
第３回～第４回　インド伝統医学の病理論とその歴史的発展過程について
(3rd and 4th: Pathology in traditional Indian medicine and its historical developments)
第５回～第６回　医学文献『チャラカ・サンヒター』について
(5th and 6th: On the Sanskrit medical text, CarakasaMhitaa)
第７回～第８回　医学文献『スシュルタ・サンヒター』について
(7th and 8th: On the Sanskrit medical text, SuzrutasaMhitaa)
第９回～第１０回　医学文献『アシュターンガ・フリダヤ・サンヒター』について
(9th and 10th: On the Sanskrit medical text, ASTAGgahRdayasaMhitaa)
第１１回～第１２回　医学文献『アシュターンガ・サングラハ』について
(11th and 12th: On the Sanskrit medical text, ASTaaGgasaGgraha)
第１３回～第１４回　その他のインド医学文献について
(13th and 14th: On the other Sanskrit medical texts)
第１５回　フィードバックと総括
(15th: Feedback and general overview)

 [履修要件]
事前にサンスクリット初等文法を履修すること。
(Sanskrit Grammar) 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加などによる平常点（50点）、レポート（１回50点）により評価する。平常点
およびレポートとも到達目標の達成度に基づき評価する。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

(Discussions: 50 points and Report: 50 points based on an achievement degree of the course goals)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する
(Introduced during 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。



文献文化学系５２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
大学院文学研究科准教授 堂山　英次郎

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 『リグヴェーダ』研究
 [授業の概要・目的]
ヴェーダ語最古の文献『リグヴェーダ・サンヒター』を読む。初期インド思想の源泉であり，かつ
印欧語比較言語学の発展を担ったこの文献の読解を通じて，初期インド思想を学ぶと同時に，ヴェ
ーダ語を歴史的変遷の中で理解する。特に，言語・思想の両面において，姉妹語派であるイラン語
派との関係を意識しながら進める。

 [到達目標]
・古インド・アーリヤ人の社会や世界観について学び，一方で人類史における，また他方でインド
思想史におけるその意義を理解する。
・個々の語彙や文について，語源・音韻・アクセント・統辞法・韻律等を一通り説明できるように
なる。
・各種語彙・文法現象の歴史的背景を理解する。
 [授業計画と内容]
言語的にも思想的にも重要と思われる讃歌を数篇選んで講読する。第二回以降の授業は輪読形式で
行い，受講者にはそれぞれテキストを音読・翻訳するとともに，一語一語を文法的に分析・説明し
てもらう。講読箇所は，参加者の関心や希望を考慮して決める。
第1回　　授業の概要とテキスト・基本文献の紹介
第2～15回　　　テキスト講読

 [履修要件]
受講者はサンスクリット語の基礎知識を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。予習・復習の程度，授業の理解度，発言の内容によって総合的に判断する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回講読予定の箇所について，予め辞書や文法書を用いて語義や文法事項を調べ，日本語訳をつく
ってくること。予習が無理または不十分な場合も授業に参加し，復習に多くの時間を当てることが
望ましい。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 ACHARYA，Diwakar Nat

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 英語

題目  Readings in Vedanta: Shankara on the inner Self and renunciation
 [授業の概要・目的]
While commenting on Brihad Aranyaka Upanishad III.5 and 7, Shankara explains the Upanishadic concept of 
the inner self that resides within everyone, controls from within, and witnesses everything happening. Here he 
also emphasizes on the necessity of renunciation for the attainment of self-knowledge and liberation. 
Therefore, this portion of the Shankara Bhashya is of crucial importance to understand Shankara's ideology. 
During this intensive course, we will read and discuss Shankara's commentary on these two sections. 

 [到達目標]
Students will learn from this course fundamental tenets of Shankara's non-dualistic Vedanta philosophy, 
particularly his views on the nature of the self and necessity of renunciation for the liberating self-knowledge.

 [授業計画と内容]
Classes 1-3: Reading session on Brhad Aranyaka Upanishad III.5 and Shankara's Commentary on it (Kahola's 
first question). Classes 4-6: Reading session on Shankara’s Commentary on Brhad Aranyaka Upanishad III.
5 (Kahola's second question and Yajnavalkya's answer concerning the inner Self). Classes 7-9: Reading 
session on Shankara's Commentary on Brhad Aranyaka Upanishad III.5 (Yajnavalkya's answer concerning 
renunciation). Classes 10-12: Discussion on the positions criticised by Shankara in his Commentary on Brhad 
Aranyaka Upanishad III.5 (Yajnavalkya's answer: conclusion). Classes 13-15: Reading session on Shankara's 
Commentary on Brhad Aranyaka Upanishad III.7 Aranyaka Upanishad III.7.

 [履修要件]
Students should have good knowledge of Sanskrit language and basic idea of Vedanta philosophy.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Interpretation and analysis of Sanskrit text, Critical evaluation of traditional interpretation. Comparison with 
the views of other Vedanta scholars before and after Shankara.

 [教科書]
 Shastri, Subrahmanya S 『The Brhadaranyakopanishad with the Bhashya of Shankaracharya.』（Mahesh
Research Institute.）（Edited together with Anandagiri's Sub-commentary and Vidyaranya's Dipika. Advaita 
Grantha Ratna Manjusha, 28.）

 [参考書等]
（参考書）

1. Madhavananda, Swami 1950: The Brhadaranyaka Upanisad with the Commentary of Sankaracarya 
(Translation), with an Introduction by S. Kuppuswami Sastri. Third Edition. Almora: Advaita Ashrama. 

インド古典学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



インド古典学（特殊講義）(2)

2. Sastri, Anantakrisna 1938. The Brahmasutra Sankara Bhasya with the Commentaries Bhamati, Kalpataru 
and Parimal. Readings and Index by Bhargav Sastri. Second Edition. Bombay: Nirnaya Sagar Press.

3. Apte, V. M. 1960: Brahma-Sutra Shankara-Bhashya: Badarayana's Brahma-Sutras with Shankaracharya's 
Commentary (Translation), Bombay: Popular Book Depot. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
It is recommended that participants read the original and translation of Brahmasutra Shankara-Bhashya I.2.18-
20 (see reference above) as a preparatory measure. 

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



文献文化学系５４
授業科目名
　<英訳>

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

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

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 英語

題目  Introduction to Panini's Grammar
 [授業の概要・目的]
The Purpose of this class is to provide an introduction to the methodology of Panini’s system of Grammar. 
As a foundational text for the study of Sanskrit, it is frequently made use of in philosophical texts of virtually 
every Classical Indian school of thought (incl. Buddhist philosophers), in commentarial literature as well as 
in poetic compositions. A basic understanding of Panini’s system is therefore indispensable for anyone 
wishing to study almost any Sanskrit text.

After a series of introductory lectures, the course participants will be guided along the text of the 
Siddhantakaumudi (largely following the selection of sutra-s in its most abridged version, the 
Laghusiddhantakaumudi), both late Medieval rearrangements (and, in the latter case, abridgement) of Panini's 
great work.

 [到達目標]
- to study the basic technical vocabulary, derivational and semantic principles, as well as the organisation of 
Panini’s Grammar
- to study various parts of Panini's Grammar
- to provide basic tools for an easy access to Panini's rules of grammar
- to develop a deeper understanding of Sanskrit grammar and syntax

 [授業計画と内容]
Week 1-2: Ashtadhyayi (Aa.s.taadhyaayii), related texts and commentaries, other systems of Sanskrit 
grammar;

Week 3-4: Arrangement of the Ashtadhyayi and introduction to the prakriya-literature;

Week 5-15: Study of the (Laghu-)Siddhaantakaumudii.

 [履修要件]
Basic knowledge of Sanskrit will be helpful, but is not compulsory. Classes will be in English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Active participation in the classroom based on the review of the studied material.

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
To be announced.

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５５
授業科目名
　<英訳>

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

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月2 授業

形態 演習 使用
言語 英語

題目  Reading kaavya-literature: Bhaasa's plays based on the Mahaabhaarata 
 [授業の概要・目的]
This course engages in the linguistic, stylistic and literary analysis of Sanskrit belletristic literature (kaavya-).
The study of kaavya-, though certainly a largely enjoyable enterprise, has been since long recognized to have
an important didactic value and thus integrated into the traditional syllabus for the study of Sanskrit.
Attendance of this course will, therefore, be equally beneficial to all students of Sanskrit independent of their
specific interests and areas of expertise.

In this term we will continue our study of the d.r"sya-kaavya- (dramatic genre) and look at some of the
earliest extant examples of the genre. In particular, we will study some plays by Bhaasa, the plots of which
were inspired by the Mahaabhaarata. Whenever possible, we will make use of the fascinating data collected
by the Bhaasa Research group in Wuerzburg (http://www.bhasa.indologie.uni-wuerzburg.de).

 [到達目標]
― to develop skills in reading and translating Classical Sanskrit literature

 [授業計画と内容]
Weeks 1 - 15: we will begin by reading the Pa~ncaraatram and gradually move to the subsequent plays 
(Madhyamavyaayoga, Duutavaakyam, Duutagha.totkacam etc.)

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

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

 [教科書]
The analysed text of the Pancaraatram in Roman script can be accessed here:
http://www.bhasa.indologie.uni-wuerzburg.de
A vulgate edition can be downloaded here:
https://archive.org/details/in.gov.ignca.23892

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系５６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 シャバラスヴァーミン作『シャーバラ・バーシャ』を読む
 [授業の概要・目的]
６世紀頃に活躍したと思われるミーマーンサー学派の学匠シャバラスヴァーミンは，同学派の根本
教典『ジャイミニ・スートラ』（JS）に対して注釈を施した。本授業では，シャバラスヴァーミン
による注釈書『シャーバラ・バーシャ』のうち，主に認識論・論理学に関する議論が見られる箇所
（JS 1.1.4以降）を読み解くことを通して，ミーマーンサー学派のプラマーナ（正しい認識手段）論
の基本的な枠組みを明らかにすることを目的とする。さらに，７世紀頃に登場するクマーリラによ
ってシャバラの見解がどのように継承されたかについても考察してみたい。なお，『シャーバラ・
バーシャ』に説かれる理論や思想は，仏教論理学者ディグナーガの主張を前提としたものと考えら
れるが，後代の仏教論理学者たちによって紹介され批判されている。適宜，仏教認識論・論理学と
の比較・対照も行いながら，テキストの読解を進めていきたい。

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

 [授業計画と内容]
授業では，『ジャイミニ・スートラ』 1.1.4に対する注釈箇所から講読する。テキストは，フラウワ
ルナーによる校訂本を使用する。

第１～３回　　イントロダクション，ミーマーンサー学派の思想体系，シャバラスヴァーミンの思
想と年代に関する概説

第４～１４回　『シャーバラ・バーシャ』（ad JS 1.1.4～）の講読

第１５回　　　全体の総括

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

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

 [教科書]
Erich Frauwallner, Materialien zur altesten Erkenntnislehre der Karmamimamsa, Wien 1968.

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業の前後に受け付けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 横地　優子

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 演習 使用
言語 日本語及び英語

題目 カーヴィヤ研究 (A Study in the Kavya)
 [授業の概要・目的]
９世紀にカシュミールでシヴァシュヴァーミン ivasvaminによって著された『Kapphinabhyudaya（
カッピナ王の興隆）』は、成熟期のマハーカーヴィヤの代表作であるマーガ作『 i upalavadha（シ
シュパーラの殺害）』（6世紀）を模範として作られていると思われる。特に、季節、日没、月の
出、宴会、水遊び、日の出など、物語の筋と無関係にマハーカーヴィヤに含まれるべきとされる主
題を扱う章において両作品の類似は著しい。この授業ではまず両作品の構成上の類似を示したうえ
で、上記の主題を扱う章から類似する詩節をとりあげて、シヴァスヴァーミンがマーガの作品をど
のように利用し、改変しているのかを検討する。それによって、インドの詩の伝統の中で、伝統の
踏襲と独創性が相互にどのように機能していたのかを考察したい。
(The Kapphinabhyudaya, a Mahakavya composed by Sivasvamin in the 9th century in Kashmir, seems to be 
moddelled on Magha's Sisupalavadha, a representative work in the genre of Mahakavya, composed in the 6th 
century. In this class we compare both works on the level of structure and each verse, and investigate how 
Sivasvamin utilised and modified Magha's exemplar. Thus, we will examine the originality in tradition in the 
Sanskrit poetry.)

 [到達目標]
成熟期の、技巧をこらしたサンスクリット詩を読解する力が身につく。またインドにおける文学の
伝統が実際にどのように機能していたのかを学ぶことができる。
(Students can acquire the ability of reading the Sanskrit poem of high poetical technique, and learn the 
function of `tradition' in the Sanskirt poetry.)

 [授業計画と内容]
第1回　Kapphinabhyudayaと i upalavadha各々に関する概説
第2回　両作品の構成の比較
第3～14回　 i upalavadha第7～11章とKapphinabhyudaya第9～15章の間の類似する詩節の比較講読
第15回　総括
(Class 1: Introduction of the Kapphinabhyudaya and the Sisupalavadha
Class 2: Comparison of the structure of both works
Classes 3-14: Comparative reading of some verses from Sisupalavadha, Sargas 7-11, and Kapphinabhyudaya, 
Sargas 9-15.
Class 15: Concluding discussion)

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリット文法既修者 (Abhility to read and comprehend Sanskrit)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。(Perfomance in class)

 [教科書]
授業中に講読する部分については、プリント等を配布する。
(The text will be distributed in class in print.)

 [参考書等]
（参考書）
・Maghabhatta's Sisupalavadha with the commentary, Sandehavisausadhi of Vallabhadeva. Edited by Ram 
Chandra Kak and Harabhatta Shastri. Delhi, Bharatiya Book Corporation, 1990.
・Sisupalavadha of Magha with Sarvankasha commentary of Mallinatha. Edited by Sivadutta Dadhicha. 
Krishnadas Sanskirt Series 77. Varanasi, Krishnadas Academy, 1986 (Reprint).
・Hahn, Michael and Yusho Wakahara, Kapphinabhyudaya or King Kapphina's Triumph. A Ninth Century 
Kashmiri Buddhist Poem. By Michael Hahn. Edited by Yusho Wakahara. Ryukoku University Studies in 
Buddhist Culture XVIII. Institute of Buddhist Cultural Studies, Ryukoku University, Kyoto, 2007.

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを輪読しながら詳しく検討していくので、毎回の予習が必要である。ただし、読解能力が
十分にない場合には、前半は復習に専念し、後半で授業での講読を担当することもできる。
(Preparation of the Japanese/English translation is obligatory, in principle.)

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



文献文化学系５８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 VASUDEVA，Somdev

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 演習 使用
言語 英語

題目  Nyayasiddhantamuktavali
 [授業の概要・目的]
We will read the sections of the 17th century Nyayasiddhantamuktavali of Visvanatha with excerpts from the 
Dinakari and Ramarudri commentaries. The purpose of this class is to become familiar with the language an 
style of the modern Nyaya school by reading one of the most popular primers. The focus will be on learning 
the technical terminology and the basic method of analysis by looking at the definitions of the valid means to 
cognition and related topics.

 [到達目標]
We will learn how to read the later forms Sastric Sanskrit and discuss the prerequisites expected from the 
intended reader. At first we will focus on learning the fundamentals of the new style of navyanyaya analysis. 
We will then see how definitions can be made more precise by studying the newly introduced typology of 
qualifiers such as avacchedaka, visesana, prakaraka etc. The final goal is to become able to successfully 
analyze the basic definitions of the valid means of cognition.

 [授業計画と内容]
Week 1-2: Introduction to the Neo-logicians. The Bhasapariccheda and the Nyayasiddhantamuktavali. 
Visvanatha's intellectual milieu. 
Weeks 3-8: Introduction to the basic concepts, language and style of the Nyayasiddhantamuktavali. 
Weeks 9-14: Analysis of definitions. 
Week 15: Summary and conclusion.

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit. 

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

 [教科書]
授業中に指示する

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Begin by reading: 

Wada, Toshihiro, 1989: "lndo-shimonrigaku ni okeru seigensha (avacchedaka) (1)" (Delimitor 
(avacchhedaka)
in Navya-Nyaya (1)), Tokai-Bukkyo 34: 79-88. 

The Karikavali of Vishwanath Panchanana Bhatta with the Commentary Siddhanta-Muktavali. Edited with 
notes by Mahadev Gangadhar Bakre. Bombay: Nirnayasagara Press, 1906. 

Karikavali-Muktavali. Edited with the Dinakri of Dinakara and the Ramarudri of Ramarudra by Harirama 
Sukla. Kashi Sanskrit Series 6. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1951. 

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所研究員 山口　周子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

本講座では、「チューラパンタカ長老の物語 (Culapanthakattheravatthu) 」（Dhammapadatthakatha（
ダンマ・パダ（法句経）注釈）より）、およびその関連説話である「チュッラカ長者本生譚（
Cullakasetthijataka）」（Jatakatthavannana（ジャータカ（本生譚）注釈）より）を精読する。なお、
文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。

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

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション
　　　　・パーリ語について（言語的特徴などについて概説）
　　　　・精読に必要な辞書や文法書などの紹介
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・講読テキストに関する概説（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回ー第8回：講読テキスト　Culapanthakattheravatthu
・毎回の授業でテキストを精読し、その内容について討論する（言語面・文化面など、テキストに
関することであれば、分野は特に制限しない）。
・輪読形式での講読とする。
・テキスト内容や受講者の習熟度によって進度は一定ではないことが予想されるが、目安として、
1回の授業につきテキスト２ページを読み進める予定である。

第9回ー第15回：講読テキスト　Cullakasetthijataka
・授業の形式は、第２ー第8回に同じ。

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
（参考書）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキスト講読は輪読形式で行うため、予習をして臨むことが望まれる。

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



文献文化学系６０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことで、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつプラークリットの特徴を理解する。あわせて、Amgを伝持してきたジャイナ教の基本的な
思想に触れる。
 [授業計画と内容]
１回目:アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgのテキストを伝承してきたジャイナ
教の紹介。
２～10回目：実際に短いテキストを用いて音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。テキスト
の読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予定である。
初めに、初学者が学ぶ聖典であるDasaveyaliyaの8章（韻文）を読む。内容は、出家者が忌避すべき
諸々の行動についてである。
11～１５回目：citta-samaadhiという章題のAAyaaradasaoの５章の韻文部分をよむ。出家者の行動に
言及する聖典が多いなか、この章は心を扱っておりめずらしい。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

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

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習はなるべく少なくする方針である。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 横地　優子

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 講読 使用
言語 日本語

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

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

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

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験によって評価する。

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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 藤井　正人

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

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

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

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

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

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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。

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



文献文化学系６３
授業科目名
　<英訳>

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

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木3 授業

形態 講読 使用
言語 英語

題目  Reading German Indology and Buddhology
 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own.
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own.

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own.
 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Active participation in the classroom, preparation of translations from German at home.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６４
授業科目名
　<英訳>

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

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木3 授業

形態 講読 使用
言語 英語

題目  Reading German Indology and Buddhology
 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Active participation in the classroom, preparation of translations from German at home.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per
week.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６５
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究
 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパが大乗仏教の実践につい
て著した論書のひとつに『菩提道次第大論』がある。本特殊講義は、インド大乗仏教の実践と比較
しながら『菩提道次第大論』を精読し、ツォンカパとインド仏教双方の実践についての理解を深め
ることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの説く実践の検討を通じて、ツォンカパとインド仏教双方の実践に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに関する研究はチベット仏教の中で
は比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に和訳が存在するが、既存の研究を
批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表担当者は、引用されるインド原典
ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。授業は、初回に『菩提道次第大
論』について概説し、二回目から十四回目は、『菩提道次第大論』を読み進めながら、必要に応じ
インド原典を引用箇所の前後も含めて平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の同特殊講義をあわ
せて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６６
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水3 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究
 [授業の概要・目的]
チベット仏教を代表する大学者のひとりである、ゲルク派の祖ツォンカパが大乗仏教の実践につい
て著した論書のひとつに『菩提道次第大論』がある。本特殊講義は、インド大乗仏教の実践と比較
しながら『菩提道次第大論』を精読し、ツォンカパとインド仏教双方の実践についての理解を深め
ることを目的とする。

 [到達目標]
ツォンカパの説く実践の検討を通じて、ツォンカパとインド仏教双方の実践に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、十四回目までの授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに
関する研究はチベット仏教の中では比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に
和訳が存在するが、既存の研究を批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表
担当者は、引用されるインド原典ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。
授業は、『菩提道次第大論』を読み進めながら、必要に応じインド原典を引用箇所の前後も含めて
平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。必要があれば、初回に『菩提道次第大論』
について概説する。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の同特殊講義を受講
していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６７
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義）
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 船山　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火4 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 五ー六世紀中国の在家者の理解した仏教思想と仏教史(1)
 [授業の概要・目的]
中国の仏教の歴史は，インド伝来の外来情報を漢訳を通じて受け継ぐ面と，仏教伝来以前から中国
に存在した伝統的学術に基づく面の両面から成る。特に在家仏教の実態を知るにはこの両面を理解
する必要がある。この授業ではいかにも中国的な仏教の特色を示し始める紀元後５世紀頃（南斉と
梁）の南朝貴族仏教を理解するため，その代表的文献である南斉の蕭子良『浄住子』を取り上げ，
その内容を理解することを目指す。

 [到達目標]
在家者の仏教理解を示す資料を正確に読むための方法と必要な知識を習得し，あわせて以下の基本
を身に付けることができるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料

 [授業計画と内容]
第1回：中国仏教を学ぶために必要な工具書と基本となる研究書，電子テキストの概説
第2回：大蔵経の基礎知識，特徴，歴史，特に注意すべきこと
第3回：大正大蔵経を用いる時に注意すべきこと
第4回：南斉竟陵文宣王蕭子良『浄住子』の紹介。その内容と資料。仏教史上の意義
第5回：『浄住子』精読─序
第6回：『浄住子』精読─自序
第7回：『浄住子』精読─第一門
第8回：『浄住子』精読─第一門
第9回：『浄住子』精読─第二門
第10回：『浄住子』精読─第二門
第11回：『浄住子』精読─第三門
第12回：『浄住子』精読─第三門
第13回：『浄住子』精読─第四門
第14回：『浄住子』精読─第四門
第15回：『浄住子』精読10回分を振り返り，内容を整理
※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

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
船山徹『南斉・竟陵文宣王蕭子良撰『浄住子』の訳注作成を中心とする中国六朝仏教史の基礎研究』
（科学研究費成果報告書2006）（出席者全員に一部ずつ配布し，その内容を基に授業を進める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備してほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６８
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 船山　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 五ー六世紀中国の在家者の理解した仏教思想と仏教史(2)
 [授業の概要・目的]
中国の仏教の歴史は，インド伝来の外来情報を漢訳を通じて受け継ぐ面と，仏教伝来以前から中国
に存在した伝統的学術に基づく面の両面から成る。特に在家仏教の実態を知るにはこの両面を理解
する必要がある。この授業ではいかにも中国的な仏教の特色を示し始める紀元後５世紀頃（南斉と
梁）の南朝貴族仏教を理解するため，その代表的文献である南斉の蕭子良『浄住子』を取り上げ，
その内容を理解することを目指す。

 [到達目標]
在家者の仏教理解を示す資料を正確に読むための方法と必要な知識を習得し，あわせて以下の基本
を身に付けることができるようにする。
１．仏教書の基本である大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法の基本
３．仏教用語の基本を身につけるために必要な基礎的資料

 [授業計画と内容]
第1回：大蔵経の基礎知識，特徴，歴史。大正大蔵経を用いる時に注意すべきこと
第2回：南斉竟陵文宣王蕭子良『浄住子』の紹介。その内容と資料。仏教史上の意義
第3回：『浄住子』精読─第五門
第4回：『浄住子』精読─第五門
第5回：『浄住子』精読─第六門
第6回：『浄住子』精読─第六門
第7回：『浄住子』精読─第七門
第8回：『浄住子』精読─第七門
第9回：『浄住子』精読─第八門
第10回：『浄住子』精読─第八門
第11回：『浄住子』精読─第九門
第12回：『浄住子』精読─第九門
第13回：『浄住子』精読─第十門
第14回：『浄住子』精読─第十門
第15回：『浄住子』精読12回分を振り返り，内容を整理
※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

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
船山徹『南斉・竟陵文宣王蕭子良撰『浄住子』の訳注作成を中心とする中国六朝仏教史の基礎研究』
（科学研究費成果報告書2006）（出席者全員に一部ずつ配布し，その内容を基に授業を進める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備してほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６９
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学）教授 室寺　義仁

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木5 授業

形態
使用
言語 日本語

題目 『瑜伽師地論』「摂異門分」における「生老死」の縁起観察についての考察
 [授業の概要・目的]
　釈尊（ゴータマ・ブッダ）が説き示した真理内容は、「四諦」「五蘊」、そして「縁起」の各説
として今に伝わる。ブッダは覚醒体験を経た後、その自覚内容を言葉化したとき、有情／衆生の存
在の中核には「苦」があること（「苦諦」）を宣言した。この「苦」の実感、あるいは、共感の根
底には、およそ存在者一般を、純然たる苦しみの集合体たる「五蘊」の流れから形成されていると
観て、誕生に始まり老いて死する、すなわち、存在・生成・死滅する「生老死」の縁起的個体存在
をそのままに如実に観る、「五蘊」の「縁起」観察がある。このような意味での仏教的生死観を、
インド仏教におけるヨーガーチャーラたちの所説を伝える『瑜伽師地論』を精読することを通じて
考察する。

 [到達目標]
サンクリット原典テキスト、並びに、チベット訳・漢訳の翻訳テキストに対する文献学的分析手法
を習得すること。

 [授業計画と内容]
　基本的に下記の項目内容に沿った形で、まず「生死」の「縁起」観察についての所説の概要を講
義し、次いで講読対象テキストの精読へと進む。
　1.「生死」の縁起観察について
　　(1)パーリ・ニカーヤに伝わる生死観
　　(2)北伝アビダルマ諸論書に伝わる生死観
　　(3)大乗経（『十地経』）に伝わる「菩薩の死」についての概説
　　(4)　同上
　2.(5)『瑜伽師地論』についての概説
　3.(6)・(7)『瑜伽師地論』「摂異門分」の中、「生老死」についての経句解説の精読
　　以下、第8回から第14回は、テキスト講読の継続。全15回の授業を展開するが、フィードバッ
ク方法については、授業中に説明する。
　　ただし、ドクトラント（課程博士候補生）の諸君から、課程博士論文提出に向け、研究遂行中
のサンスクリットテキストのワーキングエディションが提示されるときには、第8回から第14回は、
個々のドクトラントが研究対象としているテキストを共に精読することとする。

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原典
テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に臨
むこと。

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



文献文化学系７０
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

滋賀医科大学　　　　　　　　
医療文化学講座（哲学）教授 室寺　義仁

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木5 授業

形態
使用
言語 日本語

題目
『瑜伽師地論』「摂異門分」における経典伝承句解説についての考察（テキスト講読の
続き）

 [授業の概要・目的]
　前期授業におけるテキスト解読内容との比較吟味を行いつつ、継続的に、テキストを精読するこ
とを通じて「生死」などを巡る仏教的な思索を深めて行くことを目的とする。

 [到達目標]
　サンクリット原典テキスト、並びに、チベット訳・漢訳の翻訳テキストに対する文献学的分析手
法を習得すること。
 [授業計画と内容]
　ドクトラント（課程博士候補生）の諸君が作成したサンスクリットテキストのワーキングエディ
ションを用いて、文献学的考察を遂行する（前期授業後半内容の継続）。
　全15回の授業を展開するが、フィードバック方法については、授業中に説明する。

 [履修要件]
サンスクリット語、パーリ語、古典チベット語を履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。
各授業での講読担当者を予め定めて発表してもらいます。
テキスト解読に対する緻密・正確度をもって評価します。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業では講読担当者を予め定めて発表してもらいますが、担当者以外も自らサンスクリット・原
典テキスト、並びに、比較吟味すべきチベット訳や漢訳も併せて読み比べ、予習した上で、授業に
臨むこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７１
授業科目名
　<英訳>

仏教学(特殊講義)
Buddhist Studies (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態
使用
言語 英語

題目 チベット仏教瞑想論 / Theories of Meditation in Tibetan Buddhism
 [授業の概要・目的]
This semester we will continue to investigate the relation between oral/textual tradition (Tibetan: thos pa), 
philosophical inquiry (bsam pa) and meditative practices (sgom pa) in Tibet, by focusing on the literature of 
theories of meditation and of spiritual advice.
We will provide first a general overview of such various literary genres and of the history of meditation and 
yoga in Tibet. Then we will focus especially on the tradition of the School of the Ancients (rNying ma pa), 
following its classification of Buddhist teachings which culminates in the Great Perfection (rDzogs chen), 
considered as the pinnacle of both sUtra-s and tantra-s. We will read a selection of texts from the Lamp of the 
Eye of Meditation (bSam gtan mig sgron) written by gNubs chen Sangs rgyas ye shes (9th-10th c.) and others 
by Klong chen Rab 'byams pa (1308-1363), 'Jigs med gling pa (1730-1798), etc.
We will intend to elucidate such materials by situating them in the broader history of Buddhist philosophy, 
psychology and epistemology. Especially, we will consider two main cognitive faculties, "mindfulness" and 
"clear comprehension" (dran pa dang shes bzhin), and their training in connection to the soteriological 
question of the recognition of the "nature of mind" (sems nyid).

 [到達目標]
- Acquiring the fundamental knowledge of theories of meditation in Tibetan Buddhism
- Developing Tibetan reading skills and critical research methodology in this field

 [授業計画と内容]
Class 1.　Introduction

Classes 2-14.　Reading selected Tibetan texts

Class 15. Wrap-up session and feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Evaluation is made according to active participation and presentation.

 [教科書]
授業中に指示する

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Tibetan texts and secondary literature will be provided or indicated at each class for the preparation of the 
next class.

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７２
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究
 [授業の概要・目的]
一切法の空を主張する中観派には、その極端に見える主張のために初期から批判があったが、イン
ド後期中観派の時期にはどのような問題設定や批判があり、中観派はそれにどう答えたのであろう
か。本演習では、11世紀頃に活躍したプラジュニャーカラマティ著『入菩提行論細疏』「般若波羅
蜜多章」を取り上げ、そこに見られる多様な議論の検討を通して、その当時の思想状況とインド後
期中観派について理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。
 [授業計画と内容]
初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイントロダクションを行い、二回目から十四回目
の授業では、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題について解説ならびに議論を行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。後期の演習もあわせて受
講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７３
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究
 [授業の概要・目的]
一切法の空を主張する中観派には、その極端に見える主張のために初期から批判があったが、イン
ド後期中観派の時期にはどのような問題設定や批判があり、中観派はそれにどう答えたのであろう
か。本演習では、11世紀頃に活躍したプラジュニャーカラマティ著『入菩提行論細疏』「般若波羅
蜜多章」を取り上げ、そこに見られる多様な議論の検討を通して、その当時の思想状況とインド後
期中観派について理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。
 [授業計画と内容]
前期に引き続き、十四回目までの授業では、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題につ
いて解説ならびに議論を行う。必要があれば、初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイ
ントロダクションを行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
サンスクリット文献、チベット語文献の基本的な読解能力を必要とする。前期の演習も受講してい
ることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７４
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 高野山大学　文学部　助教 加納　和雄

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2018・
前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 演習 使用

言語 日本語

題目 梵文仏典写本精読
 [授業の概要・目的]
インド周辺諸国に伝存する梵文仏典写本は、失われたインド仏教の原像に近づくための一次資料で
あり、とくにチベットやネパールに伝来する梵文写本については近年めざましい研究成果が報告さ
れている。授業では梵文仏典写本研究の現状を理解したうえで、実際に写本の解読を行いながら写
本研究の方法論を習得することを目指す。
 [到達目標]
梵文仏典写本の研究状況の大局を把握し、写本読解の基礎を習得する。
 [授業計画と内容]
授業においてはまず、ネパール・チベットに伝存する梵文仏典写本研究の現状を解説する。世界各
地の研究機関が所蔵するコレクションを俯瞰して、それらがいかなる由来をもち、どの程度解読が
進んでいるのかについて説明する。また、写本を読むための基礎知識として写本特有の文字の綴り
方や奥書の読み方などについて学ぶ。そして、写本の所有者について明かし、その来歴と伝承過程
について補足する。それらの基礎知識を習得した後には、写本解読の実践的な能力を養うために、
未解読の写本をサンプルとして選り抜き、順次、授業において丹念に解読を進める。サンプルは、
短めの断片写本を扱い（大乗仏典を中心とする予定だが出席者の要望にも応じる）、写本の読みに
問題がある箇所を一つずつ洗い出して解決策を模索しながら精読してゆく。資料は適宜授業におい
て配布する予定である。基本的に演習形式とするが初心者も歓迎する。

第一～三回　歴史的背景の確認と研究状況の概観
第四、五回　資料読解のための実践知識の習得
第六～十五回　資料の読解

 [履修要件]
特になし
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。
 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業配布資料を予習・復習すること。出席者には課題をそのつど課す。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７５
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定准教授こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 仏教のこころ観①：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）
 [授業の概要・目的]
　仏滅後100年頃に、仏教教団は保守的な上座部と革新的な大衆部とに分裂したとされる。それか
らさらに18とも20ともいわれる様々な学派が生じるにいたった。上座部系の主要な勢力の1つに説
一切有部が存在する。チベット仏教文化圏においては、説一切有部、経量部、瑜伽行唯識学派、中
観派をインド仏教の四大学派とみなし、説一切有部の代表的作品をヴァスバンドゥ著
Abhidharmakosa（倶舎論）とみなしている。Abhidharmakosaは、真諦や玄奘により漢訳され、7世紀
には日本に伝わり倶舎宗が形成され、近代にいたるまで伝統仏教各派により基礎教学として広く学
習された。したがって、Abhidharmakosaは、インドから東北アジア、東アジアに広く影響を与えた
著作であるといえよう。
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。同章では、人間存在の
構成要素である五蘊、さらには認識の構成要素である十二処、十八界といった、仏教の基礎的な理
論が説明される。同章を精読することで、とりわけ仏教の伝統的な「こころ観」について概観し理
解を深めることを目標とする。
　本授業はサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はすでにサンスクリット語を
習得していることが望ましい。さらに、チベット語訳および漢訳も適宜参照することから、チベッ
ト語および漢文についても一定の読解技術が要求される。ただし各言語でのテキストを読めない場
合でも、授業中に提示する日本語訳にもとづいて、各自の専門分野の知識をバックグラウンドとし
て議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典サンスクリット語文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回はAbhidharmakosaのイントロダクションを行う。
第２回～第１５回は、Abhidharmakosaの精読・分析を行う。適宜、仏教の宗義書も精読し比較考察
する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点に基づいて行う。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料を事前に参照し、文献を事前に精読してくることが望ましい。

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



文献文化学系７６
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定准教授こころの未来研究センター 熊谷　誠慈

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 仏教のこころ観②：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）
 [授業の概要・目的]
　仏滅後100年頃に、仏教教団は保守的な上座部と革新的な大衆部とに分裂したとされる。それか
らさらに18とも20ともいわれる様々な学派が生じるにいたった。上座部系の主要な勢力の1つに説
一切有部が存在する。チベット仏教文化圏においては、説一切有部、経量部、瑜伽行唯識学派、中
観派をインド仏教の四大学派とみなし、説一切有部の代表的作品をヴァスバンドゥ著
Abhidharmakosa（倶舎論）とみなしている。Abhidharmakosaは、真諦や玄奘により漢訳され、7世紀
には日本に伝わり倶舎宗が形成され、近代にいたるまで伝統仏教各派により基礎教学として広く学
習された。したがって、Abhidharmakosaは、インドから東北アジア、東アジアに広く影響を与えた
著作であるといえよう。
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。同章では、人間存在の
構成要素である五蘊、さらには認識の構成要素である十二処、十八界といった、仏教の基礎的な理
論が説明される。同章を精読することで、とりわけ仏教の伝統的な「こころ観」について概観し理
解を深めることを目標とする。
　本授業はサンスクリット語文献の精読に基づいて行うため、受講者はすでにサンスクリット語を
習得していることが望ましい。さらに、チベット語訳および漢訳も適宜参照することから、チベッ
ト語および漢文についても一定の読解技術が要求される。ただし各言語でのテキストを読めない場
合でも、授業中に提示する日本語訳にもとづいて、各自の専門分野の知識をバックグラウンドとし
て議論に加わるという形式での参加も認める。

 [到達目標]
古典サンスクリット語文献を原典で精読しながら、思想を体系的に整理することを目標とする。

 [授業計画と内容]
初回～第１５回で、Abhidharmakosaの精読・分析を行う。適宜、仏教の宗義書も精読し比較考察す
る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点に基づいて行う。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストおよび資料については適宜授業中に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料を事前に参照し、文献を事前に精読してくることが望ましい。

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



文献文化学系７７
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 宗教情報センター　研究員 佐藤　直実

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 大乗仏教経典の読解
 [授業の概要・目的]
大乗仏教成熟期の代表的な経典、『大般涅槃経』の講読を行う。本経は、中国では六朝時代に重視
され、また日本では道元、日蓮、親鸞などにも影響を与えている。釈尊入滅時における弟子との最
後の問答を通し、如来の入滅、すなわち涅槃とは何かについて、様々な角度から説く経典である。
たとえば、「如来は常住である」「あらゆる衆生には仏性がある」「一闡提でも成仏が可能」「涅
槃は常楽我浄」など、これまでの仏教では著されなかった内容が説かれている。

今期は、「いろはうた」のもとにもなっている「諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為楽」を説
く「雪山童子」の物語をとりあげる。雪山童子は、釈尊の前世の姿であり、当該箇所は、前世物語
でもある。

この講義では、涅槃経の趣旨たる「常楽我浄」の意味について、前世物語を通して考察する。また、
大乗仏教及び大乗経典の基礎知識の習得と共に、仏教サンスクリット、仏教漢文、古典チベット語
の読解力も養成する。

 [到達目標]
・チベット語翻訳文献の読解力の養成
・大乗仏教の基礎知識の習得
・仏教文献学の研究手法の習得

 [授業計画と内容]
第1回　テキストの概説と資料配付
第2-14回　『大般涅槃経』の講読
第15回　フィードバック

 [履修要件]
サンスクリット、古典チベット語、仏教漢文の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時の発表及び平常点をもとに総合的に評価。
テストは行わない。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に資料を配付する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に読むテキスト箇所の和訳。必要に応じて、その背景についても調べる。

（その他（オフィスアワー等））
わからないことに関しては、授業中に積極的に質問してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７８
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 カマラシーラ作『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』を読む
 [授業の概要・目的]
　８世紀インドおよびチベットにおいて活躍した学僧カマラシーラによる著作『ニヤーヤ・ビンド
ゥ前主張要約』を講読する。この著作にはチベット語訳のみが存在し，サンスクリット原典は散逸
し現存しない。内容はタイトルが示す通り，仏教論理学者ダルマキールティ（７世紀）の著作の一
つである論理学書『ニヤーヤ・ビンドゥ（論理の滴）』に対する種々の前主張（反論者の見解）が
要約された形で述べられたものである。　
　本授業は，上記のテキストを精読することを通して，『ニヤーヤ・ビンドゥ』で述べられるダル
マキールティの思想や理論に対して，対論者からどのような批判が投げかけられたか，また仏教徒
とインド哲学諸派の論争の争点はいかなるものであったかといった問題について考察することを目
的とする。当該テキストには，対論者の見解が他の論書等から忠実に引用されている場合も少なく
ないため，テキストの読解と同時にサンスクリット断片の収集・精査も合わせて行いたい。
　また本著作には様々な学派の見解が引用・紹介されていることから，このテキストを読み解くこ
とを通して７～８世紀インドの思想状況を概観することができる。カマラシーラによる『タットヴ
ァ・サングラハ・パンジカー（真実綱要注）』をはじめとする他の著作や，ヴィニータデーヴァや
ダルモッタラによる『ニヤーヤ・ビンドゥ』に対する注釈書の記述とも比較しながら，本著作のイ
ンド思想史上における位置づけも試みたい。

 [到達目標]
・サンスクリットおよびチベット語で書かれたテキストを正確に読解することができるようになる。

・テキスト上の問題点に気付き，それを発見・指摘し的確に修正できるようになる。
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。
・電子データをはじめとする周辺資料を駆使することにより，チベット訳テキストをサンスクリッ
ト断片と同定できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第２章（自己のための推理）を昨年度の続きから講読
し，終了次第，第３章に入る。担当者が作成した校訂テキストを元に，先行研究等を参考にしなが
ら，批判的に精読する。今年度は少なくとも第２章を読み終えたい。

第１～２回　　仏教認識論・論理学についての概説（第１章の読了）
第３～１０回　『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第２章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第１１～１４回　『ニヤーヤ・ビンドゥ』第３章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第１５回　　　フィードバック

※受講生と議論を交わしながら原典テキストを読み進めるという授業の性格上，授業各回の進度は
異なる。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリット，チベット語，英語の基本的な読解能力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。（毎時間の発表が100％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７９
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

公益財団法人　　　　　　
中村元東方研究所研究員 山口　周子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

本講座では、「チューラパンタカ長老の物語 (Culapanthakattheravatthu) 」（Dhammapadatthakatha（
ダンマ・パダ（法句経）注釈）より）、およびその関連説話である「チュッラカ長者本生譚（
Cullakasetthijataka）」（Jatakatthavannana（ジャータカ（本生譚）注釈）より）を精読する。なお、
文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。

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

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション
　　　　・パーリ語について（言語的特徴などについて概説）
　　　　・精読に必要な辞書や文法書などの紹介
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・講読テキストに関する概説（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回ー第8回：講読テキスト　Culapanthakattheravatthu
・毎回の授業でテキストを精読し、その内容について討論する（言語面・文化面など、テキストに
関することであれば、分野は特に制限しない）。
・輪読形式での講読とする。
・テキスト内容や受講者の習熟度によって進度は一定ではないことが予想されるが、目安として、
1回の授業につきテキスト２ページを読み進める予定である。

第9回ー第15回：講読テキスト　Cullakasetthijataka
・授業の形式は、第２ー第8回に同じ。

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
（参考書）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキスト講読は輪読形式で行うため、予習をして臨むことが望まれる。

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



文献文化学系８０
授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 芳原　綾子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことにより、サンスクリットとは異なる音韻変化や
文法をもつ、プラークリットの特徴を理解する。あわせて、Amgを伝持してきたジャイナ教の基本
的な思想に触れる。
 [授業計画と内容]
１回目：アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgを伝持してきたジャイナ教の説明。

２～10回目：実際に短いテキストを用いて音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。テキスト
の読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予定である。
最初に、初学者が学習する聖典であるDasaveyaliya 8章（韻文）を読む。内容は、出家者が忌避すべ
き行動についてである。
11～１５回目：citta-samaadhiという章題の、AAyaaradasaoの5章の韻文部分を読む。出家者の行動に
言及する聖典が多いなか、心を扱うこの章はめずらしい。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

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

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習はなるべく少なくする方針である。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８１
授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木3 授業

形態 講読 使用
言語 英語

題目  Reading German Indology and Buddhology
 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 
 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Active participation in the classroom, preparation of translations from German at home.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.

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



文献文化学系８２
授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

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

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木3 授業

形態 講読 使用
言語 英語

題目  Reading German Indology and Buddhology
 [授業の概要・目的]
We will read representative examples of important styles of German academic writing in the fields of 
Indology and Buddhology, so as to develop students’ abilities to read and understand academic German on 
their own. 
The aims of the course are (1) to introduce students into major works of German Indology and Buddhology, 
(2) to familiarize them with main stylistic features of academic writings in German and with the features of 
German translations from Sanskrit, as well as (3) ultimately to develop students’ abilities to read and 
understand German academic writings on their own. 

 [到達目標]
Students will develop their abilities to read and understand German academic writings on their own. 

 [授業計画と内容]
The choice of texts depends on student interest and specialization. Various periods and styles of German 
Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs (15 weeks).

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Active participation in the classroom, preparation of translations from German at home.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation of German textual passages to be translated and discussed. Approximately one to two hours per 
week.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８３
授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語及び英語

題目 インド古典学・仏教学フランス語文献の講読
 [授業の概要・目的]
インド古典学・仏教学に関連するフランス語の文献を講読し、フランス語の研究文献の読解力をつ
けるとともに、サンスクリット学、インド哲学、仏教学についての基礎的な知識を身につけること
を目的とする。

 [到達目標]
インド古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。
 [授業計画と内容]
インド初期仏教とパタンジャリのヨーガについて、Louis de la Vallee Poussin氏によって書かれた「
Le Bouddhisme et le yoga de PataJjali」(Melanges chinois et bouddhiques, 5e volume, 1936-1937)を講読す
る。

第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講読テキストはコピーを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
参照すべき文献などに関しては、授業中に指示する。
 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、講読する箇所の予習が必要である。毎回、数名が当該箇所のフランス語を和訳あるいは
英語し、発表する。
（その他（オフィスアワー等））
deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８４
授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授総合生存学館 Deroche, Marc-Henri

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語及び英語

題目 印度古典学・チベット学・仏教学フランス語文献の講読
 [授業の概要・目的]
Rolf A. Stein(1911-1999)によって書かれた『La civilisation tibétaine』の様々な個所を講読する。本傑
作は、地理的、歴史的、社会的、文化的、宗教的、哲学的なあらゆる観点からのアプローチにより
チベットの文明を紹介しており、チベット語また中国語の原典、チベット渡航者による見聞録、そ
して現代研究に基づいて書かれている。授業では、特にチベットを偉大なインドと中国文明の交点
と考えることでチベットにおける仏教の伝承を中心に考察する。

 [到達目標]
印度古典学・チベット学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。
 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。
 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

（その他（オフィスアワー等））
DEROCHE Marc-Henri: deroche.marchenri.6u@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８５
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)nbsp

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 CIESKO，Martin

配当
学年  1回生以上 単位数  4 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 日本語及び英語

題目  Isocrates' Panegyricus 
 [授業の概要・目的]
We will be reading what is commonly acknowledged as the most beautiful speech written in Greek. 
Panegyricus is famous for its polished, pure Attic, neat periods and an impeccable style. Isocrates is here 
calling upon all the Greeks to unite against their common enemy and at the same time argues that Athens 
should be the rightful leader of the new 'hegemony'. We will learn about the political situation in 380, read 
about Athens' greatest achievements from mythical times up to his day and analyze the architecture of the 
Isocratean period.In many respects, Isocrates' influence on later ideas about politics and education was much 
larger than that of Plato, Demosthenes, or any other Greek of his times.

 [到達目標]
You will learn to appreciate Isocrates' style, purity of speech and the organization of his arguments.
 [授業計画と内容]
Isocrates' speech uses pure and so relatively simple vocabulary. It is the convoluted periodic style of 
impressive architecture that poses the greatest difficulty. An intensive session is therefore appropriate to 
appreciate this speech through a quick reading with a deep analysis and diagrams of both the minutiae as well 
as the overall structure of this speech.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
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]
All work will be done in class, although students are advised to read up on the historical situation around 380 
BC.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８６
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(特殊講義)
Greek and Latin Classics (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 月5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 シーリウス・イタリクス研究
 [授業の概要・目的]
ラテン文学白銀期の叙事詩人シーリウス・イタリクスの詩作について考究する。本年度はPunica第1
巻と第2巻を精読し、検討する。
 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を高める。
文献学的アプローチに習熟する。
 [授業計画と内容]
シーリウス・イタリクスはこれまで広く読まれてきた作品とは言えない。しかし、そこには詩人が
受け継いだ文学伝統を自身の表現に生かす創意工夫が見られる。唯一伝存する作品であるPunicaは
リーウィウスの歴史書第21巻以降に記された第２次ポエニー戦争を題材としながら、神々の介入や
運命の実現など作品の枠組み、また、個々の場面設定、表現手法など叙述全般においてウェルギリ
ウス『アエネーイス』を多くを依拠している。こうした先行作品との比較に重きを置きながら、作
品理解を試みる。

第1回　全体のイントロダクション
第2回~第14回　第1巻1-694行
第15回　第1巻のまとめ
第16回　第2巻のイントロダクション
第17回~第29回　第2巻1-707行
第30回　第2巻のまとめ

　

 [履修要件]
ラテン語文法を修得し、なんらか原典を読んだ経験があること。
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40パーセント、期末レポート60パーセント。
 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８７
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 金4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 プラウトゥス『アンピトルオー』『エピディクス』
 [授業の概要・目的]
プラウトゥスの喜劇二作品を精読して、足場をなす劇作の常套と類型的人物造形の上に舞台狭しと
弾ける笑いの仕掛けを味わい、楽しむ。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古典文学伝統の受容と継承についての感性を磨く。
ときにメタ演劇的な場面展開と表現に慣れ親しむ。

 [授業計画と内容]
『アンピトルオー』は伝存するローマ喜劇作品の中で唯一ギリシア神話に取材した作品であるとと
もに、メタ演劇的要素が際立っている点でも特異な面がある。他方、『エピディクス』は絵に描い
たような「狡猾な奴隷」が活躍する点で典型的なプラウトゥス作品に見える。作品の特色に留意し
ながら、毎回70行前後を読み進む。

第1回　全体のイントロダクション
第2回~第17回　『アンピトルオー』1-1146行
第18回　『アンピトルオー』作品全体のまとめ
第19回~第28回　『エピディクス』1-733行
第29回　『エピディクス』作品全体のまとめ
第30回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80パーセント、期末試験20パーセント。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
原典の下調べの他、配布する注釈書をよく読んで授業に臨むこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８８
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学（演習）
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 CIESKO，Martin

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5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語及び英語

題目  Homer's Odyssey, Books 6-12
 [授業の概要・目的]
We will read some 3500 lines of Homeric Greek, i.e. almost one third of the Odyssey. The selected books 
present some of the most enjoyable episodes in all of Homer and an extensive reading of such a large quantity 
will provide students with more than a solid foundation for further reading and a true appreciation of archaic 
Epic poetry. 

 [到達目標]
You will both gain a deeper understanding of the history of the Greek language and at the same time learn to 
read extensively in the Epic dialect.Your vocabulary will increase dramatically and you will also get a feel for 
some of the most important features of Epic poetry. 

 [授業計画と内容]
We will read 150 lines per week, but vocabulary lists will be provided in advance to speed things up. 
Students will also receive a separate list of the most frequent words and they will be frequently quizzed on 
them.

 [履修要件]
A solid foundation in Attic Greek is recommended. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will have to read through vocabulary lists at home and memorize the most frequent vocabulary. No 
other homework is envisaged. 

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



文献文化学系８９
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 CIESKO，Martin

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語及び英語

題目  Euripides, Medea 
 [授業の概要・目的]
We will be reading one of Euripides' most popular tragedies. A close reading will focus on the particular 
idiom of Tragedy, on grammar, on the mixture of poetic and colloquial styles, and the function of the 
metaphorical language.

 [到達目標]
You will improve your knowledge of Tragic idiom, grammar and vocabulary, as well as gain a general 
appreciation of Tragedy as a literary genre.
 [授業計画と内容]
1. Introduction to Tragedy and in particular to Medea.
2-15. Each week will have the same structure.Students will read and translate a particular section and we'll 
discuss its language and literary aspects.

 [履修要件]
You must have taken a course of elementary Greek.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [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]
Every week you will need to read some 50 lines at home, look up unfamiliar vocabulary and prepare 
questions to discuss in class. 
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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文献文化学系９０
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(演習)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科准教授 平山　晃司

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 カトゥッルス『詩集』
 [授業の概要・目的]
カトゥッルスの『詩集』に収められた作品を第1歌から順番に精読することにより、ラテン語の読
解力を養う。また、さまざまな詩形に慣れ親しむべく、正確なリズムで詩を朗読する訓練をする。

 [到達目標]
ラテン語の読解力を高める。
さまざまな韻律に習熟する。
 [授業計画と内容]
毎回4～5篇ずつのペースで読み進む。詩集の第1部（第1歌～第60歌）を読み切ることを最低限の目
標とする。

第１回　導入（注釈書の紹介、韻律の解説など）
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ラテン語文法を修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況、訳読の出来の良否などを勘案し、平常点によって評価する。

 [教科書]
D. F. S. Thomson 『Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary』（University of 
Toronto Press）ISBN:9780802085924
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]
毎回の授業に備えてテクストの指定された範囲を丁寧に読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９１
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ラテン語中級講読
 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『ガリア戦記』を教材として、ラテン語の基礎力
を養う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第１巻第１章から始めて、毎回、２～３章を
読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第1巻第1章～　カエサル率いるローマ軍のガリア進攻からヘルウェーティイー族
との戦争の記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９２
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ラテン語中級講読
 [授業の概要・目的]
ラテン語初級文法を終えた人を対象に、カエサル『ガリア戦記』を教材として、ラテン語の基礎力
を養う機会を提供する。

 [到達目標]
ラテン語の基本的な感覚を身につける。
語彙力を高める。
複雑な構文にも対処しうる読解力を養う。

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。第1巻第30章から始めて、毎回、２～３章を
読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第30章～　カエサル率いるローマ軍とアリオウィストゥス率いるガリア駐留ゲル
マーニア軍との戦争の記述を読む。　
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
注釈を熟読すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９３
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

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

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

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

 [参考書等]
（参考書）

Maurice W. Mather, Joseph Hewitt 『Xenophon's Anabasis: Book 1-4』（University of Oklahoma Press）
ISBN:9780806113470
コピーを配布する。
 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。
（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９４
授業科目名
　<英訳>

西洋古典学(講読)
Greek and Latin Classics (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 山下　修一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 古代ギリシア語中級講読
 [授業の概要・目的]
　古代ギリシア語の初級文法を学習した者を対象に、ヘーロドトスの『歴史』の精読を通して、古
代ギリシア語の基礎力を養成する。

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

 [教科書]
N. G. Wilson (ed.) 『Herodoti Historiae Ⅰ-Ⅳ』（Oxford University Press）ISBN:9780199560707（テク
スト）
コピーを配布する。

 [参考書等]
（参考書）

Asheri, David, Alan Lloyd, and Aldo Corcella. 『A commentary on Herodotus』（Oxford University Press）
ISBN:9780199639366
コピーを配布する。
 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。
（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９５
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ロシア文化の「銀の時代」の研究
 [授業の概要・目的]
「銀の時代」とは、象徴主義や神秘的傾向の影響下に文学、絵画、舞台芸術、思想などが独特の活
況を呈した19世紀末から1910年代までの時期を指す、近代ロシア文化史上の用語です。
　この授業では、E.A.サイコの論考『銀の世紀の文化のかたち』を読みながら、この時代の多用な
文化現象を紹介・考察していきます。

 [到達目標]
1）日本であまり知られていない「銀の時代」の文化についての知識を得、理解を深める。
2）ロシア語論文の文体に触れ、これを読みこなせるようにする。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに
　銀の時代の概略と授業の進め方を説明します。

第2－14回
　ロシア語の論考『『銀の世紀の文化のかたち』を講読しつつ、そこに出てくる文学、絵画等々の
作品を紹介していきます。

第15回　まとめ

授業の進度が予定とずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の基本文法を理解していること。独習でもかまいません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50％、期末レポート50％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９６
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 助教人文科学研究所 小川　佐和子

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 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ロシア・ソヴィエト映画史
 [授業の概要・目的]
　19世紀末に誕生した映画は、フランスの撮影技師をつうじてロシアに伝来しました。ロシア・ソ
連映画と聞くと、ロシア・アヴァンギャルド期の映画や、「雪どけ」以降の作家主義のもとに捉え
られた特定の監督の作品、またジャンルとしては文芸映画がよく知られています。しかし、従来の
映画史に埋もれていた帝政期のロシア映画や、スターリン体制下の娯楽映画など、ほかにも多彩な
作品がロシア・ソ連において発展していきました。この授業では大きく四つの時期に分けて、ロシ
ア・ソ連における映画史と映画理論を概観していきたいと思います。

 [到達目標]
1）ロシア・ソヴィエトにおける20世紀の映像文化に関する知識を深める。
2）映像テクスト分析の方法論や映画史の記述についての基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
第一回：はじめに（映画史の方法論、映像テクスト分析、ロシア・ソ連の映画資料のアクセス方法
について）

第二回から第五回：帝政期から革命期のロシア映画（ロシアにおける映画伝来、ロシア初期映画の
作家論：バウエル、プロタザーノフ、革命前後の映画界、亡命ロシア映画人のフランス前衛映画）

第六回から第八回：映画におけるロシア・アヴァンギャルドの理論と実践（ソヴィエト・モンター
ジュ映画理論：レフ・クレショフ、ジガ・ヴェルトフ、フセヴォロド・プドフキン、セルゲイ・エ
イゼンシテイン）

第九回から第一一回：社会主義リアリズムと映画（トーキー映画の導入とその理論、ミュージカル
映画の娯楽性とプロパガンダ性、アレクサンドロフ、ロンム、バルネットほか）

第一二回から第一四回：「雪どけ」以降のソヴィエト映画（ソヴィエト・ヌーヴェルヴァーグ、タ
ルコフスキー、イオセリアーニ、ゲルマンほか）

第一五回：日本におけるロシア・ソ連映画受容（モンタージュ映画理論と日本の映画理論、戦後の
上映促進活動）

授業の進度が予定とずれる可能性はあります。
必要に応じて参考上映の機会を設けることがあります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていることが望ましいですが、必須ではありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50％、期末レポート50％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
『世界の映画作家30ソヴェート映画史』（キネマ旬報社）
授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する映画を、できるだけ（理想的には映画館で）見るようにしてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識は必要としません。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９７
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 松下　隆志

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 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ポストソ連現代ロシア文学概説
 [授業の概要・目的]
　ソ連崩壊はロシア文学の在り方に大きな変革をもたらした。社会における文学の重要度が低下す
る一方、国の検閲から解放されたことで作家たちはかつてない表現の自由を得た。とりわけ、90年
代に台頭したポストモダン文学は遊戯性・暴力性・エロティシズムといった新たな要素を文学に導
入し、ソローキンやペレーヴィンといった世界的に評価の高い作家を生んだ。
　本講義では主に90年代から00年代のポストソ連現代ロシア文学を概観するとともに、外国語（ロ
シア語または英語）で適宜関連する文学作品の読解を行う。

 [到達目標]
（１）ポストソ連現代ロシア文学についての知識と理解を深める。
（２）文学作品を読解・考察する能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに

第2回　ペレストロイカ期の文学状況
リベラル文学、ニューウェーブ文学

第3ー6回　世紀末のポストモダン文学
ポストモダニズム批評、ソ連の非公式芸術（モスクワ・コンセプチュアリズム、ソッツアートほか）
、ポストモダン作家（ソローキン、ペレーヴィン、ペッペルシテインほか）、古典パロディ

第7ー10回　「新しいリアリズム」の流れ
ポストモダニズムの終焉とリアリズム復興、新世代のリアリズム作家（プリレーピン、エリザーロ
フほか）、ソ連評価をめぐる葛藤（ブイコフほか）

第11ー14回　現代ロシア文学の諸問題
帝国性への回帰（マムレーエフ、クルサーノフほか）、ポストソ連の戦争表象（マカーニン、サド
ゥラーエフほか）、「自由」をめぐる問題（ブートフ、イリチェフスキーほか）

第15回　まとめ

授業の進み具合により予定にずれが生じる可能性あり。
フィードバックの方法は授業の中で指示する。

 [履修要件]
ロシア語か英語を理解できること。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％、期末レポート70％で評価

 [教科書]
適宜プリントを配付。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で紹介した小説・評論を自分で読んでみること。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識は必須ではない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９８
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Valerij Grecko

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 近現代のロシア詩
 [授業の概要・目的]
19世紀から現代に至るまでのロシア詩について概観し、いくつかの具体的な作品を読んで、詩学に
必要な基本概念を押さえながら分析する。具体的な文学作品を読みながら、文学理論についても学
ぶとともに、ロシア語能力を高めることを目的とする。

 [到達目標]
ロシア語能力（読解力、抽象的なテーマについて議論する能力）を高めるとともに、ロシア詩につ
いての理解を深める。

 [授業計画と内容]
19世紀から現代に至るまでのロシア詩を原語で読み、分析する。文学理論に関する論文を適宜参照
しながら、それらの理論が文学作品を分析する際にどのように応用できるかを考える。授業で取り
上げる主な詩人は次の通り。
１）19世紀のロシア詩：プーシキン（１）
２）19世紀のロシア詩：プーシキン（２）
３）19世紀のロシア詩：チュッチェフ（１）
４）19世紀のロシア詩：チュッチェフ（２）
５）モダニズムとアヴァンギャルド：ブローク
６）モダニズムとアヴァンギャルド：未来派の詩人（１）
７）モダニズムとアヴァンギャルド：未来派の詩人（２）
８）モダニズムとアヴァンギャルド：マンデリシュターム（１）
９）モダニズムとアヴァンギャルド：マンデリシュターム（２）
10）20世紀後半のロシア詩：ブロツキー（１）
11）20世紀後半のロシア詩：ブロツキー（２）
12）20世紀後半のロシア詩：アイギ
13）現代のロシア詩（１）
14）現代のロシア詩（２）
15）まとめ

 [履修要件]
ロシア語読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、平常点30％、課題への取り組み40％、討論への貢献度30％で評価する。

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に扱うテクストにあらかじめ目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等がある場合はメールで連絡してください。vgretchko@hotmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９９
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ロシア文学演習Ⅰ
 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『かもめ』読解

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。

第2回～第14回
『かもめ』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台上の効果、先
行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。

第15回　まとめ
本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
開講時と授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。
（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１００
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ロシア文学演習Ⅱ
 [授業の概要・目的]
チェーホフの戯曲『ヴァーニャ伯父さん』読解

 [到達目標]
1）ロシア語の読解能力を向上させる。
2）文学テキストを分析する方法と枠組を身につける。
3）作品の背景となっている時代と社会についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
チェーホフという作家の概要とチェーホフ研究の基本文献について説明します。

第2回～第14回
『ヴァーニャ伯父さん』を精読し、語彙、視覚イメージ、作品の構造、時代的・思想的背景、舞台
上の効果、先行研究の蓄積なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。

第15回　まとめ
本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。
（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０１
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 古教会スラヴ語入門
 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラヴ研究の基礎となる、古教会スラヴ語の基礎を学ぶ。
 [到達目標]
　古教会スラヴ語の成り立ち、その文法につき理解する。
 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。
第２回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景１
第３回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景２
第４回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景３
第５回　文字と音、形態など基本的な文法事項１
第６回 文字と音、形態など基本的な文法事項２
第７回　文字と音、形態など基本的な文法事項３
第８回　文字と音、形態など基本的な文法事項４
第９回　文字と音、形態など基本的な文法事項５
第10回　文字と音、形態など基本的な文法事項６
第11回　文字と音、形態など基本的な文法事項７
第12回　文字と音、形態など基本的な文法事項８
第13回　やさしいテクストの読解１
第14回　やさしいテクストの読解２

　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　ロシア語初級（週に２回の授業で、２セメスター履修）の学修済み、あるいは、ポーランド語な
どのスラヴ語で、同等の素養を備えていること。
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。
 [教科書]
　プリントなどを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０２
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(演習)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 中世ロシア文献演習
 [授業の概要・目的]
　中世ロシアの基本的なテクストを精読する。

 [到達目標]
　中世ロシアの基本的なテクストの成り立ちについて理解する。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。
第２回　イントロダクション。承前。
第３回　年代記１
第４回　年代記２
第５回　年代記３
第６回 年代記４
第７回　聖者伝など１
第８回　聖者伝など２
第９回　聖者伝など３
第10回　聖者伝など４
第11回　翻訳文学など１
第12回　翻訳文学など２
第13回　翻訳文学など３
第14回　翻訳文学など４

受講者の顔ぶれと関心によって読み進める。

　＊フィードバックについては授業中に指示します。　

 [履修要件]
　ロシア語で文献が十分に読めること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
　プリントなどを配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。

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



文献文化学系１０３
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ロシア文学講読
 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、近代ロシ
ア文章語の礎を確立したと言われるプーシキンの物語詩『青銅の騎士』他を読んでいきます。プー
シキンの詩は少なめの単語で表現豊かに描かれているので、ロシア語の文法事項や語彙の確認に適
しています。それとともに、ロシア語を適切な日本語に翻訳していく訓練を行います。また文学作
品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も深めます。
 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。

 [授業計画と内容]
ガイダンス：作品の紹介

第2回～第8回
『青銅の騎士』読解

第9回～第15回
『コーカサスの虜』読解

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。
 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理しておいてください。
（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０４
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ロシア文学講読
 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、近代ロシ
ア文章語の礎を確立したと言われるプーシキンの短編小説『スペードの女王』を読んでいきます。
ロシア語の文法事項や語彙の確認をするとともに、ロシア語を適切な日本語に翻訳していく訓練を
行います。また文学作品の考察や分析を行い、時代背景についての知識も深めます。

 [到達目標]
1）ロシア文学を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシア語文学テキストを日本語に翻訳するコツを身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　
ガイダンス：作品の紹介

第2回～第15回
『スペードの女王』読解

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理しておいてください。
（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０５
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 川島　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 「フクシマ」をめぐるドイツの報道
 [授業の概要・目的]
　2011年の東日本大震災と福島第一原発の事故は、ちょうど原発の稼働延長が政治の争点となって
いたドイツで大きく報道された。これを受けて脱原発の世論が高まり、当時のメルケル政権が原発
推進から脱原発へと急速に政策転換したことは、よく知られている。その報道は「不安」「パニッ
ク」「ヒステリー」を煽るものと一部で批判され、ドイツ人特有の過剰反応（「ジャーマン・アン
グスト」）の表現であるとされた。そのような批判は、どのくらい実態に即したものなのだろうか。
当時の新聞記事やニュース映像などを回顧するとともに、これを批判的に概観した研究書を読み、
ドイツにおける「フクシマ」報道の全体像を明らかにするよう努める。

 [到達目標]
ドイツにおける原発事故報道という素材を手がかりに、マスメディアが作り出す表象の偏りの問題
点を知る一方で、今日のマスメディア批判が陥りがちな過度の単純化や恣意的なレッテル貼りに対
しても批判的な距離を取ることができるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に講義形式で授業を進めるが、場合によって講読形式を採用する。取り上げる予定のテーマ
は以下の通り（ただし、授業の進行速度や受講者の興味などを勘案して予定変更する場合がある）。

第１回　東日本大震災と福島の原発事故――何が起きたのか
第２～３回　新聞『南ドイツ新聞』の報道
第４～５回　新聞『ヴェルト』の報道
第６～７回　新聞『フランクフルター・アルゲマイネ』の報道
第８～９回　各テレビ局の報道
第10～11回　インターネット上の議論
第12～13回　ドイツ人の日本旅行記
第14～15回　マスメディア批判とその問題点

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の小課題にもとづく平常点（50％）および期末レポート（50％）で評価する。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
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]
普段からマスメディアの報道を批判的な観点から（ただし全否定に陥ることなく）評価する習慣を
つけておくこと。

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



文献文化学系１０６
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 松村　朋彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ゲーテ『若きヴェルターの悩み』を読む
 [授業の概要・目的]
若いゲーテの出世作であると同時に、近代ドイツ文学を代表するこの作品のなかから重要な箇所を
抜き出して、小説の展開に沿って原文で読みながら、作品の成立事情、文学史・文化史的背景、登
場人物や自然の描写、作品のテーマやモティーフ、先行テクストとの関係、作品の受容などについ
て解説する。

 [到達目標]
18世紀のドイツ文学にかんする知識と理解を深めるとともに、文学作品を解釈するさいの視点と方
法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
各回に取り上げるテーマは、次の通り。
１　はじめに
２　作品の成立
３　自然と芸術
４　ホメロスを読むヴェルター
５　ロッテとの出会い
６　ヴェルターとアルベルト
７　変容する自然
８　ロッテとの別れ
９　公使館のヴェルター
10　犯罪と狂気
11　ヴェルターとキリスト
12　オシアンを読むヴェルター
13　ヴェルターと『エミーリア・ガロッティ』
14　作品の受容
15　おわりに

 [履修要件]
ドイツ語中級程度の語学力があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより、到達目標の達成度にもとづいて評価する。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
作品全体をあらかじめ翻訳で読んでおくこと。

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



文献文化学系１０７
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 奥田　敏広

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 芸術と理性　ー対立の構図
 [授業の概要・目的]
20世紀を代表するドイツのノーベル賞作家トーマス・マンの芸術と政治に関するいくつかの評論を
取り上げます。　
マンは初期の保守秩序に守られた芸術の自由を支持する立場から、民主主義を推進する政治的文学
者に「転向」していったと言われていますが、その内実にはいつも、文化・芸術（音楽）・非合理
性VS文明・政治・理性の対立という二元論的世界観が根底にあったと考えられます。近代的理性と
原初的非合理性の対立という現代にも通じる構造を明らかにし、そのさまざまな変奏曲として評論
を読み解くのが目的です。

　

 [到達目標]
評論をドイツ語で読み進めつつ、上述したような近代的理性と原初的非合理性の対立というテーマ
について考察・議論し、それらについての理解を深めます。
また、ドイツ語のまとまった文章（論説文）を、辞書を使いながら読み進める作業を通して、ドイ
ツ語の読解能力を養います。

 [授業計画と内容]
初回　授業全体のオリエンテーションとトーマス・マンという作家の紹介です。

以後毎回、マンの評論について、参加者が分担して訳し読み進めつつ、適宜、他の参考文献（日本
語あるいはドイツ語）を読んだ上で、内容にに関する感想や分析も述べてもらいます。
各回で扱うマンの評論は以下の予定です。
２回～９回　　『Gedanken im Kriege(戦時の思想)』(1914)
11回～15回　『Bruder Hitler(兄弟ヒトラー)』(1938)
１０回目は、それまでの考察をまとめて、レポートを出してもらい、それを参加者全員で検討しま
す。
　

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること。
ドイツ文学に関する知識は必ずしも必要ではありません。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた評論の必要箇所をコピーして配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定するドイツ語テキストや日本語評論を適宜読んでおいてください。

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



文献文化学系１０８
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 奥田　敏広

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 芸術と理性　ー対立の構図
 [授業の概要・目的]
20世紀を代表するドイツのノーベル賞作家トーマス・マンの芸術と政治に関するいくつかの評論を
取り上げます。　
マンは初期の保守秩序に守られた芸術の自由を支持する立場から、民主主義を推進する政治的文学
者に「転向」していったと言われていますが、その内実にはいつも、文化・芸術（音楽）・非合理
性VS文明・政治・理性の対立という二元論的世界観が根底にあったと考えられます。近代的理性と
原初的非合理性の対立という現代にも通じる構造を明らかにし、そのさまざまな変奏曲として評論
を読み解くのが目的です。

 [到達目標]
評論をドイツ語で読み進めつつ、上述したような近代的理性と原初的非合理性の対立というテーマ
について考察・議論し、それらについての理解を深めます。
また、ドイツ語のまとまった文章（論説文）を、辞書を使いながら読み進める作業を通して、ドイ
ツ語の読解能力を養います。

 [授業計画と内容]
初回　授業全体のオリエンテーションとトーマス・マンという作家の紹介です。

以後毎回（2-9回、11-15回）、マンの評論『Der Kuenstler und die Gesellschaft(芸術家と社会)』(1952)
について、参加者が分担して訳しつつ読み進めつつ、適宜、他の参考文献（日本語あるいはドイツ
語）を読んだ上で、内容に関する感想や分析も述べてもらいます。

１０回目は、上記作業を中断して、それまでの考察をまとめてレポートを出してもらい、それを参
加者全員で検討します。

１6回目は、フィードバックです。

 [履修要件]
ドイツ語の文法を学習し、習得していること。
ドイツ文学に関する知識は必ずしも必要ではありません。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加とレポート

 [教科書]
上記「授業計画と内容」で挙げた評論の必要箇所をコピーして配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定するドイツ語テキストや日本語評論を適宜読んでおいてください。

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



文献文化学系１０９
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 河崎　靖

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ドイツ語学・ゲルマン語学入門
 [授業の概要・目的]
印欧語の世界を視野に収めながら、ことばの普遍性・体系性を明らかにすることを目標とする。史
的言語学の諸分野（音論、形態論、統語論等の諸領域）を対象に、言語体系の普遍的な法則性を探
るべく、通時的考究を進める。言語体系の法則性・言語変化のメカニズムを探り、そのあり方を解
明することを通して、言語の本質に迫る。
 [到達目標]
今日の言語学の手法と併せて、言語の史的考察による種々の成果を踏まえ、言語学の方法論上の問
題について考究する力が身に付くようにする。個別言語にとどまらず、言語一般の体系性が把握で
きることを目指す。
 [授業計画と内容]
ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論などの領域）を対象に、言語体系の普遍的な
法則性を探るべく考究を進める。言語の理論的アプローチによる種々の成果を踏まえ、言語学の方
法論上の問題についても考察する。

第１回～第３回　ゲルマン語学の諸問題
第４回～第８回　ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論）
第９回～第10回　ドイツ語圏の方言学
第11回～第13回　ゲルマン語学・ドイツ語学と一般言語学
第14回～第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50％）・小テスト（30％）・レポート（20％）等により総合的に判断する。
 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
河崎靖『ゲルマン語学への誘い』（現代書館）
河崎靖『ゲルマン語基礎語彙集』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材に関し、授業の前後（予習・復習）に課題を課し、授業時に発表できる準備
をしてもらう。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１０
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 外国人教師人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 ドイツ語

題目  Deutschsprachige "Phantastische Literatur" (I)
 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs sprechen wir anhand von Texten aus dem 19. Jahrhundert über Theorie und Praxis der sog. 
"Phantastischen Literatur".

 [到達目標]
Was die Gattung "Phantastische Literatur" konstituiert, wie sie sich definieren lässt und was sie von anderen 
Gattungen abgrenzt, ist in der Forschung bereits seit dem 19. Jahrhundert bis in die neueste Zeit heftig 
umstritten. Wir lesen Texte insbesondere des 19. Jahrhunderts, z.B. von E.T.A. Hoffmann, Joseph von 
Eichendorff und Theodor Storm und versuchen uns auf dieser Textgrundlage eine eigene Meinung über die 
Tragfähigkeit der verschiedenen Theorieansätze zu bilden.

 [授業計画と内容]
Jede Woche wird ein Textbeispiel eines wichtigen Autors der Gattung vorgestellt und vor dem historischen 
und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Anhand der Interpretation werden die 
literaturwissenschaftlichen Theorieansätze überprüft. Die Studenten erhalten alle notwendigen Informationen, 
mit deren Hilfe sie die Textanalyse selbst vornehmen können.
1. Woche: Vorstellung des Themas.
2.-3. Woche: Einführung in die Theorielage.
4.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Werke der Gattung (auch nach Absprache mit den 
Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）

Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１１
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 外国人教師人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 ドイツ語

題目  Deutschsprachige "Phantastische Literatur" (II)
 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs sprechen wir anhand von Texten aus dem 20. Jahrhundert über Theorie und Praxis der sog. 
"Phantastischen Literatur".

 [到達目標]
Was die Gattung "Phantastische Literatur" konstituiert, wie sie sich definieren lässt und was sie von anderen 
Gattungen abgrenzt, ist in der Forschung bereits seit dem 19. Jahrhundert bis in die neueste Zeit heftig 
umstritten. Wir lesen Texte insbesondere des 20. Jahrhunderts, z.B. von Franz Kafka, Alfred Kubin, Gustav 
Meyrink und Leo Perutz, und versuchen uns auf dieser Textgrundlage eine eigene Meinung über die 
Tragfähigkeit der verschiedenen Theorieansätze zu bilden.

 [授業計画と内容]
Jede Woche wird ein Textbeispiel eines wichtigen Autors der Gattung vorgestellt und vor dem historischen 
und kulturellen Hintergrund der Zeit interpretiert. Anhand der Interpretation werden die 
literaturwissenschaftlichen Theorieansätze überprüft. Die Studenten erhalten alle notwendigen Informationen, 
mit deren Hilfe sie die Textanalyse selbst vornehmen können.
1. Woche: Vorstellung des Themas.
2.-3. Woche: Einführung in die Theorielage.
4.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Werke der Gattung (auch nach Absprache mit den 
Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung.

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden im Kurs verteilt.

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）

Die Studenten sollten sich Wörterbücher (auch elektronischer) bedienen, im Zweifelsfall eine Übersicht über 
die deutsche Grammatik benutzen und literaturgeschichtliche Werke zu Rate ziehen.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Es wird empfohlen, dass die Studenten ihre während des Unterrichts gemachten Notizen noch einmal 
durchsehen und systematisieren.

（その他（オフィスアワー等））
Für Fragen der Studenten steht der Dozent nach dem Unterricht, nach Absprache in einer Sprechstunde und 
in der Feedbackzeit zur Verfügung.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１２
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 岡田　暁生

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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

 [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。



文献文化学系１１３
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 岡田　暁生

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 １９７０年代の音楽を考える
 [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。

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
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。



文献文化学系１１４
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

教授文学研究科 松村　朋彦
准教授文学研究科 川島　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（１）
 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。
 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。
第１回　　　　　はじめに：
　　　　　　　　研究発表の要領について説明し、前期の発表日程について協議する。
第２回～第４回　修士課程１回生による研究発表：
　　　　　　　　前年度に提出した卒業論文の内容の報告。
第５回～第８回　博士後期課程学生による研究発表：
　　　　　　　　博士論文作成に向けての中間報告。
第９回～第14回　修士課程２回生による研究発表：
　　　　　　　　修士論文作成に向けての中間報告。
第15回　　　　　おわりに：
　　　　　　　　前期の授業の総括。

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。

 [参考書等]
（参考書）
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１５
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

教授文学研究科 松村　朋彦
准教授文学研究科 川島　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（２）
 [授業の概要・目的]
受講者の研究発表と、それにもとづく出席者全員による討論を中心にして授業を進める。卒業論文、
修士論文、博士論文の中間発表の場であると同時に、受講者が互いの研究テーマを共有し、議論を
通じて問題意識を広げ、深めてゆくための場となることを期待している。

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。
第１回～第５回　修士課程２回生による研究発表：
　　　　　　　　修士論文の中間報告。
第６回～第７回　学部４回生による研究発表：
　　　　　　　　卒業論文の中間報告。
第８回～第10回　博士後期課程学生による研究発表：
　　　　　　　　博士論文作成に向けての中間報告。
第11回～第13回　修士課程１回生による研究発表：
　　　　　　　　修士論文作成に向けての中間報告。
第14回～第15回　学部３回生による研究発表：
　　　　　　　　卒業論文作成に向けての中間報告。

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。

 [参考書等]
（参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。

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



文献文化学系１１６
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学（特殊講義）
German Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 細見　和之

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 火5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 アドルノとアーレントの関係をめぐって
 [授業の概要・目的]
この講義では、アドルノとアーレントの思想を素描したドイツ語論文を精読することで、両者の思
想の大枠を確認することを目的とする。また、ドイツ語論文を精読することで、受講者が高度なド
イツ語の読解能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
受講生は、この講義をつうじて、アドルノとアーレントの思想の大枠について学ぶとともに、広く
20世紀という時代のなかで思想家がどのように生きてきたかについて、ゆたかな知識を得ることが
できる。また、高度なドイツ語の読解能力を身に付けることができる。
 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
アドルノとアーレントのそれぞれの思想の概略を説明する。
第2回から第14回　ドイツ語論文の精読
アドルノとアーレントの思想の大枠を描いたドイツ語論文を精読する。
第15回　まとめ
アドルノ、アーレントの思想をめぐって受講者が討論することを主たる内容とする。

 [履修要件]
ドイツ語の最低限の読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により判定する。4回以上欠席した者には単位を認めない。

 [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]
　ドイツ語論文の精読が基本になりますので、必ず予習をして臨んでください。背景的な知識がか
なり必要になりますが、授業中に指示する参考文献も併読して、アドルノ、アーレントの思想を軸
に、ホロコーストをあいだに挟んだ20世紀の思想の展開に対して強い関心をもっていただきたいと
思います。
（その他（オフィスアワー等））
毎週、火曜日、水曜日の昼休みには、原則として研究室にいますので、お気軽にお訪ねください。
それ以外の時間帯での相談はメールでアポイントを取っていただければと思います。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１７
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 松村　朋彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツ的とは何か？
 [授業の概要・目的]
ハイデルベルク大学で長年ドイツ文学を講じ、ドイツ古典主義やヴァーグナーにかんする研究の第
一人者として知られるディーター・ボルヒマイアーが昨年公刊した下記の大著のなかから、受講者
の関心のある箇所を抜粋して読む。コスモポリタニズムとナショナリズムとのあいだに引き裂かれ
ながら、ドイツ的とは何かという問いを絶えず自らに突きつけてきたドイツ人の自己省察の歴史に
ついて考えてみたい。

Dieter Borchmeyer: Was ist deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst.
Berlin 2017.

 [到達目標]
ドイツ人の自己省察の歴史にかんする知識と理解を深めるとともに、ドイツ語で書かれた学術論文
の読解力を高める。
 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　本書の内容を概観し、受講者全員で協議のうえ、授業で取り上げる箇所を決定する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを精読すると同時に、そこで言及されている文学者や思想家およびその著作についても
あわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１８
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 松村　朋彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツ文学研究の基礎知識
 [授業の概要・目的]
この授業では、受講者の興味や関心をふまえて、ドイツ文学研究にかんする基本文献を読む。どの
ようなテーマを扱ったテクストを取り上げるかは、初回の授業時に受講者全員で協議して決定する
ので、初回の授業には必ず出席すること。

 [到達目標]
ドイツ文学研究にかんする基礎知識を身につけるとともに、ドイツ語で書かれた学術論文の読解力
を高める。
 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　受講者全員で協議のうえ、授業で取り上げるテクストを決定する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを読みながら、そこで言及されている作家や作品についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により、授業への積極的参加、および到達目標の達成度にもとづいて評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１９
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 川島　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツの書簡文化
 [授業の概要・目的]
　書簡文化の発達は、近代市民社会において近代文学の発達と密接な関わりがある。リチャードソ
ンやルソーなどによる初期の小説が書簡体で書かれたというだけではない。個人がプライベートな
領域において手紙を書き、他者とやり取りすることは、いわば近代的主体を育む練習場であった。
その意味で、書簡文化の発展過程に目を向けることは、近代的な「作者」の概念の成立をメディア
論的な観点から考察することにもなる。以上の問題意識を前提にしつつ、書簡文化の成立とその意
義にまつわる議論を見ていく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。
 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。必要に応じて、小説作品
や詩作品も視野に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第1回　イントロダクション――近代文学と手紙
第2～14回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２０
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 川島　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 ドイツの書簡文化
 [授業の概要・目的]
　書簡文化の発達は、近代市民社会において近代文学の発達と密接な関わりがある。リチャードソ
ンやルソーなどによる初期の小説が書簡体で書かれたというだけではない。個人がプライベートな
領域において手紙を書き、他者とやり取りすることは、いわば近代的主体を育む練習場であった。
その意味で、書簡文化の発展過程に目を向けることは、近代的な「作者」の概念の成立をメディア
論的な観点から考察することにもなる。以上の問題意識を前提にしつつ、書簡文化の成立とその意
義にまつわる議論を見ていく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。
 [授業計画と内容]
前期に引き続き、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。
取り上げるテーマとテキストについては、受講者の希望を考慮しつつ決定する。

第１回　前期の復習と今期の課題の設定
第2～14回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２１
授業科目名
　<英訳>

ドイツ語学ドイツ文学(演習)
German Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 細見　和之

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 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読する
 [授業の概要・目的]
　この演習では、アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読することで、通常は敵
対的に見られることの多い両者の思想の、差異と同一性を確認し、さらに広く、20世紀の西洋思想
における両者の意義を問い直すことを目的とする。アドルノとアーレントの思想の差異と同一性を
考察することは、たんに両者の思想のみならず、ホロコーストを挟んだ20世紀という時代そのもの
を問い直すことに繋がる。また、ドイツ語論文を精読することで、受講者が高度なドイツ語の読解
能力を身に付けることも目指す。あわせて、受講者自身の研究発表の機会を授業のなかに組み込む
ことで、受講者が研究者として発信する力を身につけることも目指す。

 [到達目標]
　受講生は、この演習をつうじて、アドルノとアーレントの思想の差異と同一性について学ぶとと
もに、広く20世紀という時代のなかで思想家がどのように生きてきたかについて、ゆたかな知識を
得ることができる。また、高度なドイツ語の読解能力を身に付けることができる。さらに、自分自
身の発表の機会をつうじて、研究者として自らの研究内容を発信する力を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
アドルノとアーレントのそれぞれの思想の概略を説明する。また、両者の関係がこれまで一般にど
のように捉えられてきたかについて、解説をくわえる。さらに、ホロコーストという出来事が20世
紀という時代に対して有している意味について、説明する。
第2回から第14回　ドイツ語論文の精読と受講者の発表
アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読するとともに、受講者による発表の時間
を組み込む。
第15回　まとめ
アドルノとアーレントの関係から見えてくるものについて、受講者で討論することを主たる内容と
する。

 [履修要件]
ドイツ語の最低限の読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により判定する。4回以上欠席した者には単位を認めない。

ドイツ語学ドイツ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ドイツ語論文の精読が基本になりますので、必ず予習をして臨んでください。背景的な知識がかな
り必要になりますが、授業中に指示する参考文献も併読して、アドルノ、アーレントの思想を軸に、
ホロコーストをあいだに挟んだ20世紀の思想の展開に対して強い関心をもっていただきたいと思い
ます。また、自分の発表に際しては、それぞれの研究テーマに引き寄せて、積極的に取り組んでく
ださい。

（その他（オフィスアワー等））
毎週、火曜日、水曜日の昼休みには、原則として研究室にいるようにしていますので、お気軽にお
訪ねください。それ以外の時間帯の場合、メールでアポイントを取っていただけるとありがたいで
す。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２２
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  1回生以上 単位数  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  Grammaticalization
 [授業の概要・目的]
　P. Hopper & E. C. Traugott の Grammaticalization を読みながら、文法化を歴史的な視点から概観し
ます。

 [到達目標]
　文法化を概観し、文法化に特徴的な現象としてどのようなものがあるかを学びます。主に英語を
議論の題材としますが、文法化の枠組みがさまざまな言語に応用可能であることを具体的な事例を
通して理解することを目標とします。
 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション
2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・指定した教科書の講読
・参考図書、関連する論文の講読
・テーマごとに1名以上からなるグループによるプレゼンテーション
 [履修要件]
特になし
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(70%)、簡易なレポート(30%)によって評価を行います。
 [教科書]
P. Hopper & E. C. Traugott 『Grammaticalization』（CUP）

 [参考書等]
（参考書）
保坂道雄『文法化する英語』（開拓社）
秋元実治・保坂道雄『文法化―新たな展開』（英潮社）
秋元実治・他『コーパスに基づく言語研究―文法化を中心に』（ひつじ書房）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにも参考情報があります。
（関連ＵＲＬ）

http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)
 [授業外学習（予習・復習）等]
　プレゼンテーションは集中講義期間内に、レポートは授業終了後に提出することになります。プ
レゼンテーションの準備を短時間で行うことが必要になりますので、期間中はできるだけ集中して
授業の準備をする時間を確保するようにしてください。
（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２３
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目  Venus and Adonis研究
 [授業の概要・目的]
Venus and AdonisはWilliam Shakespeareが書いた物語詩のひとつであり、神話に基づいて美の女神
Venusと人間の若者Adonisの恋愛を描いている。本講義は、この詩を読みながら、詩中で提示され
る諸問題を考察することを目的とする。

 [到達目標]
・初期近代詩テクストの読み方を身につける。
・シェイクスピアの詩言語の特徴を理解し、そのリズムを身につける。
・神話と英文学の関係を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　Venus and Adonisの概要と以後の授業の進め方の解説

第2回以降詩の解説を行う。各回の割り当ては以下の通り。
第2回　献辞　第1－84行
第3回　第85－174行
第4回　第175－258行
第5回　第259－342行
第6回　第343－426行
第7回　第427ー510行
第8回　第511－594行
第9回　第595ー684行
第10回　第685－774行
第11回　第775－858行
第12回　第856－942行
第13回　第943－1026行
第14回　第1027－1110行
第15回　第1111－1194行

解説済みの詩行の一部を暗記することが毎回要求される（次回の授業中に書いて提出）。また、別
の一部については訳と注釈の提出が適宜要求される。これらの詳細については授業中に指示をする。

フィードバックについては授業中に指示をする。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の提出物によって評価する（詩の暗記70%、訳と解説30％）。
詳細については授業中に指示をする。

正当な理由がなくこれらの提出が2回欠けた場合は以後の出席を認めない。

 [教科書]
William Shakespeare 『Shakespeare's Poems』（Bloomsbury）ISBN:978-1903436875　（ed. Katherine 
Duncan-Jones and H. R. Woudhuysen）

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の割り当て箇所については、英英辞典などを使って十分に予習をしてから授業に臨むこと。授
業後は、授業中の解説を理解したうえで、指定された行の暗記をすること。

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



文献文化学系１２４
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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  Middlemarchを読む
 [授業の概要・目的]
ジョージ・エリオット（1819-1880）の代表作 Middlemarch(1871-72)は、ヴァージニア・ウルフに言
わせれば、イギリス文学のなかで唯一の「大人の小説」である。授業ではこの長編小説を、筋を追
いながら、さまざまな角度から考察する。

 [到達目標]
ジョージ・エリオットの小説に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かして
19世紀の長編小説を鑑賞・研究する能力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回 1-7章
第3回 8-14章
第4回 15-21章
第5回 22-28章
第6回 29-35章
第7回 36-42章
第8回 43-49章
第9回 50-54章
第10回 55-60章
第11回 61-66章
第12回 67-72章
第13回 73-77章
第14回 78-82章
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末レポートによって評価する。

 [教科書]
George Eliot 『Middlemarch』（Norton）ISBN:978-0393974522

英語学英米文学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
望まれる予習、復習については授業中に説明する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２５
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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  Sister Carrieを読む
 [授業の概要・目的]
アメリカ自然主義小説の傑作Sister Carrie (1900)を精読する。ちょうど世紀のはざまに書かれた本作
には、近代化が進むアメリカの様子が克明に描かれている。当時のシカゴやニューヨークといった
都市空間は、階級や性差といった階層秩序によって構造化が進んでいたが、人びとの欲望によって
たえず変動が起きていた。このうつろいを本作ほど見事に捉えたアメリカ小説はおそらく存在しな
い。本作を通じて、前世紀転換期のアメリカ文化の主要側面を包括的に捉えることを目標とする。

 [到達目標]
アメリカ文学に関する以下の事柄を中心に理解する
・自然主義文学
・消費文化
・都市空間表象
・大衆と娯楽の関係性

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション（授業の進め方と評価方法、作者Theodore Dreiserについて）
２．Sister Carrie Ch.1-4
３．Sister Carrie Ch.5-8
４．Sister Carrie Ch.9-12
５．Sister Carrie Ch.13-16
６．Sister Carrie Ch.17-20
７．Sister Carrie Ch.21-24
８．Sister Carrie Ch.25-28
９．Sister Carrie Ch.29-32
１０．Sister Carrie Ch.33-36
１１．Sister Carrie Ch.37-40
１２．Sister Carrie Ch.41-44
１３．Sister Carrie Ch.45-47
１４．Sister Carrie まとめ
１５．フィードバック

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回で取りあげる。発表は担当する章に関するもので、20分から30
分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期末レポートは本作に関
するものとする。

 [教科書]
Theodore Dreiser 『Sister Carrie (Oxford's World Classics)』（Oxford）ISBN:978-0199539086（授業中た
えず本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業につき30頁強読み進めるので、相応の予習時間が必要となる。（が、作品が面白いので
さほど苦にならないと思われる。）発表方法や期末レポートについては初回授業において説明する。

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



文献文化学系１２６
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

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 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 翻訳実践
 [授業の概要・目的]
英語文学作品（主に小説）の日本語への翻訳という作業に真剣に取り組んでみることで、英語テク
スト読解の精度を高め、言葉への感性を磨き、言語芸術の特質全般について理解を深める。そうし
た試みを通じて、言語・文化の境界を超える営みのおもしろさや難しさ、その意義を体感できるは
ずである。

 [到達目標]
英語文学作品を隅々まで正確に読む力を習得する。そうして読み取ったことを翻訳にしかるべく反
映させられるだけの繊細で柔軟な日本語力を身につける。辞書その他のツールを活用しつつ、正確
な翻訳に求められる英語文化に関する一般的な基礎知識を習得する。文学翻訳という作業を通じて
異文化理解に伴う困難や意義を身をもって学ぶ。

 [授業計画と内容]
　各回、こちらから配布する英文テクスト（短篇小説など、数ページ分）をあらかじめ指名した数
名の当番に事前に翻訳してもらい、その翻訳原稿を授業の場で全員で検討する。そうして翻訳とい
う作業を実地に経験してもらいながら、その過程において遭遇する翻訳をめぐる諸問題について適
宜解説する。学期末には、各自選んだ文学作品の翻訳を課題として提出してもらう。
　進行予定、各回のテーマなどはおおよそ以下のとおり。
第１週　イントロダクション
第２週　翻訳作業の基礎
第３週　翻訳実践１　正確に訳す
第４週　翻訳実践２　読みやすく訳す
第５週　翻訳実践３　英語を開く
第６週　翻訳実践４　前から訳す
第７週　翻訳実践５　訳語を合わせる
第８週　翻訳実践６　無駄を省く
第９週　翻訳実践７　視点を活用する
第10週　翻訳実践８　ルビを活用する
第11週　翻訳実践９　音やリズムを合わせる
第12週　翻訳実践10　言葉遊びを訳す
第13週　翻訳実践11　読みにくく訳す
第14週　翻訳実践12　正確に訳す
第15週　総論
　なお、以上は予定であり、授業の方式は受講者数等によって多少変わる可能性がある。

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（60％）と期末の翻訳課題（40％）を合わせて評価する。平常点は、当番の回はもとより学
期を通じた授業への貢献度を評価する。期末の翻訳課題については、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）

David Bellos 『Is That a Fish in Your Ear?: The Amazing Adventure of Translation』（Penguin）ISBN:
978-0241954300

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回、翻訳担当の受講者は、翻訳原稿および翻訳の際に気になった点をまとめたメモを事前に提出
する。他の受講者も、その回のテクストを熟読して自分なりの翻訳のイメージを形作り、担当者の
翻訳について的確なコメントをできるよう準備しておく。

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



文献文化学系１２７
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 谷口　一美

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 認知文法研究
 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や近刊の論文集を中心とし、重要な英語
論文を取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内容について、全員でディスカッションを
行う。
論文の担当は初回授業で割り当てる。1本の論文（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する
予定。

第１回：ガイダンス（論文の選定、担当者の決定）
第２回ー３回：認知文法 (1)
第４回ー５回：認知文法 (2)
第６回ー７回：構文文法 (1)
第８回ー９回：構文文法 (2)
第10回ー第11回：認知文法・構文文法の応用的研究 (1)
第12回ー第13回：認知文法・構文文法の応用的研究 (2)
第14回　まとめ
第15回　フィードバック

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%)から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



文献文化学系１２８
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 谷口　一美

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 認知意味論研究
 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。
 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。
 [授業計画と内容]
メタファー・メトニミー、主体性・主観性、間主観性といった認知意味論の主要概念を取り上げ、
具体的な事例研究を扱う英語論文を講読する。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々
な言語における意味的現象を考察する。受講者はその論文内容の発表を担当すること。その内容に
基づき、受講者相互で議論を深めていく。

第１回：ガイダンス（論文の選定、担当者の決定）
第２回ー３回：メタファー研究 (1)
第４回ー５回：メタファー研究 (2)
第６回ー７回：主体性・主観化(1)
第８回ー９回：主体性・主観化 (2)
第10回ー第11回：認知意味論の応用的研究 (1)
第12回ー第13回：認知意味論の応用的研究 (2)
第14回　まとめ
第15回　フィードバック

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%)から総合的に評価する。
 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２９
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 水野　尚之

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 　Ernest Hemingwayの短編集“In Our Time”を精読する。
 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学を代表する作家Ernest Hemingwayの初期の短編集“In Our Time”は、その
複雑な成立事情、時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈がなされてきた。２１世紀
の読者である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考える。学期末に各自の作品解
釈をレポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導する。

 [到達目標]
　２０世紀アメリカ文学を代表する作家Ernest Hemingwayの初期短編集“In Our Time”を精読し、
作品についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。
 [授業計画と内容]
　Hemingwayの“In Our Time”は、版を重ねる度に作品が加えられた短編集である。 Nick Adams物
として有名な“Indian Camp”と“Big Two-Hearted River”の他、Michiganを舞台にした“The
Doctor and the Doctor's Wife”や“The End of Something”、ヨーロッパを舞台にした“Mr. and Mrs. 
Elliot”、“Cat in the Rain”、“Out of Season”、不可解な八百長を描いた“My Old Man”など、
読みどころのある短編が収められている。授業では毎回１作品を目安に読み進む。
最後の第15回の授業はフィードバックにあてる。フィードバック時間中は研究室（吉田南総合館Ａ
４２３）に待機し、受講生の質問に答える。　
学期末にレポートを課す

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に解釈する。

 [教科書]
　テキストは主として授業中に配布する。

 [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]
　毎回授業で扱う短編について、十分に予習すること。
（その他（オフィスアワー等））
　火曜日２時限、金曜日３時限。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３０
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 水野　尚之

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 　Ernest Hemingwayの短編集“Men Without Women”を精読する。
 [授業の概要・目的]
　２０世紀アメリカ文学を代表する作家Ernest Hemingwayの初期の短編集“Men Without Women”
は、作家の伝記的背景、時代、象徴性などにより、これまでに様々な解釈がなされてきた。２１世
紀の読者である我々がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考える。学期末に各自の作
品解釈をレポートにまとめることを課す。論文・レポートの書き方も指導する。

 [到達目標]
２０世紀アメリカ文学を代表する作家Ernest Hemingwayの初期短編集“Men Without Women”を精
読し、作品についての様々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。
 [授業計画と内容]
　Hemingwayの“Men Without Women”は、“In Our Time”に次いで出版された短編集である。闘
牛、離婚、死などがHemingway独特の筆致で描かれる。“The Killers”、“Hills Like White 
Elephants”、“In Another Country”など、名作と呼ばれる作品も収録されている。授業では毎回１
作品を目安に読み進む。　学期末にレポートを課す。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に評価する。

 [教科書]
　テキストは主として授業中に配布する。

 [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]
　毎回授業で扱う作品について、十分に予習すること。
（その他（オフィスアワー等））
　火曜日２時限、金曜日３時限。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３１
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

をめざす。

 [到達目標]
この授業では、

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

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

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　『カンタベリー物語』の写本と刊本
第3回　チョーサーの英語概観　
第4回　辞書の引き方
第5回　「総序の歌」(General Prologue)における郷士
第6回～第15回　「郷士の物語」精読

※「特殊講義」ではあるが基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求めら
れる。
　各回50行前後を目安に、丁寧に読んでいく。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３２
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

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

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

をめざす（前期からの継続）。

 [到達目標]
この授業では、

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

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

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～第15回　「郷士の物語」精読

※早く読み終えた場合は、関連する中英語韻文ロマンス作品(Breton lai)を取り上げる。

※「特殊講義」ではあるが、基本的に講読の形態で授業を行うので、受講者には事前の準備が求め
られる。
　各回50行前後を目安に、丁寧に読んでいく。

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・教室ではテキストを読むことが中心になるので、授業で取り上げられた項目について、各自英語
史の概説書で確認し、理解を深める必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３３
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 京都府立大学　文学部 出口　菜摘

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  Margaret Atwoodの詩と評論を読む
 [授業の概要・目的]
この授業ではカナダの作家・詩人であるMargaret Atwoodの詩集The Circle Game(1966)に収録された
作品を読解・考察し翻訳する。作品にあらわれるモチーフやイメージ、文体上の特徴に注意を払う
ことで、作品の佇まいやテーマに接近し、その上で翻訳においてはどのような日本語を選択するか
について議論する。アトウッドの問題意識や批評態度を確認するために、評論やインタヴューも読
み進める。授業は講義方式を基本とするが、適宜ディスカッションを導入する。

 [到達目標]
Margaret Atwoodの詩・評論を読み解く読解力を身につける。また、作品の文体上の特徴や修辞的技
法を踏まえたうえで、独自の視点で作品全体を考察する力を養う。

 [授業計画と内容]
１．Introduction
２．After the Food, We
３．Evening Trainstation, Before Departure
４．The City Planners
５．評論
６．Eventual proteus
７．Mirgation: C. P. R. 
８．Some Objects of Wood and Stone
９．インタヴュー
10．Against Still Life
11．A Place: Fragments
12．評論
13．The Explores
14．The Settlers 
15.期末レポート・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Margaret Atwood 『The Circle Game』（Anansi）ISBN:0887846297（各自amazon等で購入のこと。）
評論については初回授業でプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを精読のうえで問題点とテーマを整理し、日本語訳を用意すること。

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



文献文化学系１３４
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 西山　けい子

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 火2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目  Edgar Allan Poeの短篇を読む
 [授業の概要・目的]
Edgar Allan Poe (1809-1849)の短編小説を読み、そこに繰り返し現れる特徴的な主題について考察す
る。

 [到達目標]
・Poeの代表的な作品を読んで、文体および作品構成の特徴について説明できる。
・Poeの芸術論、思考の方法について説明できる。
・作品を解釈するにあたってのさまざまな批評的アプローチを知る。
・個別の作品から普遍的なテーマを取り出すことができる。

 [授業計画と内容]
原則として、1回の授業でひとつの作品を扱う。主要なポイントを講義したあと、受講生からのコ
メントを受けて細部を検討し、議論しながら理解を深めていきたい。
第1回　導入
第2回　ポーの創作の原理
第3回“The Tell-Tale Heart”―動機なき殺意
第4回“The Black Cat”―天邪鬼の精神
第5回“William Wilson”―分身のテーマ
第6回“The Man of the Crowd”―都市の群集
第7回“Berenice”―歯への偏執
第8回　"The Fall of the House of Usher" ―崩壊の美学
第9回　"The Masque of the Red Death”―疫病と死
第10回“The System of Dr. Tarr and Professor Fether”―狂気と正気の境目
第11回“The Purloined Letter”―探偵と犯人の同一化
第12回　"Loss of Breath" ―死なない身体
第13回　ポーと映画（ホラー映画とおぞましいもの）
第14回　ポーとヒッチコック
第15回 まとめとフィードバック

 [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％）、レポート（50％）により評価する。
平常点とは、コメントシートの提出および授業での発言、参加度を総合的に評価するもの。レポー
ト課題については、授業内で具体的に指示する。

 [教科書]
Edgar Allan Poe 『Selected Tales (Oxford World Classics)』（Oxford University Press）ISBN:
0199535779

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

ここに収録されていない作品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]
指定された作品を読んで、コメントや質問を用意したうえで、授業に臨むこと。

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



文献文化学系１３５
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科准教授 里内　克巳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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  Mark Twain研究――_The Gilded Age_を中心に
 [授業の概要・目的]
アメリカの作家Mark Twain(1835-1910)の長編小説_The Gilded Age_ (1873)を原文で読み、その執筆
背景について理解する。

 [到達目標]
●英語で書かれた小説作品を読み、文体上の特徴、叙述の進め方、レトリック上の工夫などについ
て説明できる。
●文学者トウェインの作品と実人生との関連を説明できる。
●南北戦争直後のアメリカの社会状況や、その時期における作家トウェインの位置について説明で
きる。
●読んだ英文の内容や、読むことを通して得た洞察や問題意識を、分かりやすくかつ効果的に他の
人に伝え、共有することができる。

 [授業計画と内容]
_The Gilded Age_はマーク・トウェインが手掛けた最初の長編小説だが、もう一人の作家との合作
という形をとったため、他のトウェイン作品と比べて論じられることは少ない。だが、南北戦争直
後の変動期を表わす〈金ぴか時代〉という呼称は、この小説に由来するものであり、トウェインを
めぐる多くの伝記的事実がストーリーに溶かし込まれているという点でも、見逃せない作品である。
ペーパーバック版にして450頁程度の分量になるこの小説を、この学期だけで読み切ることは到底
できないので、まずは最初の１１章分（トウェイン執筆）を通読し、その後は、トウェイン担当の
章を拾い上げて読んでいく。授業では、毎回割り当てられた章の粗筋について確認を行なった後、
細部の検討に移る。同時に、この小説が執筆された背景を、書簡や自伝の記述などを通して知り、
他のトウェイン作品との関連についても探っていく。

(暫定的なスケジュール表）
第1回　イントロダクション
第2回　_The Gilded Age_ 1-2章
第3回　_The Gilded Age_ 3-4章
第4回　_The Gilded Age_ 5章
第5回　_The Gilded Age_ 6-7章
第6回　_The Gilded Age_ 8-9章
第7回　_The Gilded Age_ 10-11章
第8回　_The Gilded Age_ 24-25章
第9回　_The Gilded Age_ 27-28章
第10回　_The Gilded Age_ 36-37章, 42章（一部）
第11回　_The Gilded Age_ 42章（続き）, 43章
第12回　_The Gilded Age_ 51-53章
第13回　_The Gilded Age_ 59-60章
第14回　_The Gilded Age_ 61-62章, 63章（最終章・Warner執筆）
第15回　振り返り・フィードバック（レポートへのコメントなど）

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80点＋学期末レポート20点により評価する。
平常点とは、出欠・発表・授業参加の仕方を総合したもので、基本的に減点法で評価を行う。学期
末レポートについては、授業が半分まで進んだ１２月に詳細を通知するが、授業での学びを振り返
ると共に、自身で調べ考察したことを盛り込むようなエッセイ・ライティング（日本語ないしは英
語）の課題となる予定である。

 [教科書]
Mark Twain & Charles Dudley Warner 『The Gilded Age: A Tale of Today』（Penguin Classics）ISBN:0-
14-043920-X
上記の本をテキストとして使用する。それ以外の参考書・文献は授業時に適宜紹介される

 [参考書等]
（参考書）

（関連ＵＲＬ）
http://bancroft.berkeley.edu/MTP/(カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館が運営してい
る“Mark Twain Papers & Project”)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業では、15ページ前後のペースで上記のテキストを読み進めていく。指定された範囲をあ
らかじめきちんと読み、自分なりに理解したうえで授業に臨むのが大前提となる。英語を読み慣れ
ない受講者の場合、おそらく１回の授業につき半日（あるいはそれ以上）の準備時間が必要になる
ので、毎週の授業外での学習計画をよく考えて立てる必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けられていない。授業時間外で質問・相談したいことがあれば、電子メールで
連絡できる。　
　satouchi@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３６
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 同志社大学　文学部　准教授 藤井　光

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 現代アメリカ短編が描く日本を翻訳する
 [授業の概要・目的]
現代アメリカ作家たちの短編小説のなかで、特に「日本」が主題となっているものを取り上げ、読
解を交えながら翻訳を試みていく。書き手あるいは作品自体が「日本」をめぐる主題とどのような
距離感を保っているのか、ある文化が英語で表現され、またそれを日本語に表現し直す際にはどの
ような問題が生じるのか、実践を通じて探求する。

 [到達目標]
翻訳の作業を通じて、英語を正確に読み取れるようになること。
文化的・言語的な差異が翻訳においてどこまで保持されるのかを考察できるようになること。
現代アメリカ作家の作風としての寓話や歴史への視線を把握できるようになること。

 [授業計画と内容]
一作品を3~4回かけて翻訳していく。
第一回イントロダクション
第二回 Karl Taro Greenfield, "Mickey Mouse"(1)歴史記述の問題
第三回 Karl Taro Greenfield, "Mickey Mouse"(2)翻訳ディスカッション1
第四回 Karl Taro Greenfield, "Mickey Mouse"(3)翻訳ディスカッション2
第五回 Sequoia Nagamatsu, “Girl Zero”(1)幻想の語り直し
第六回 Sequoia Nagamatsu, “Girl Zero”(2)翻訳ディスカッション1
第七回 Sequoia Nagamatsu, “Girl Zero”(3)翻訳ディスカッション2
第八回 Robert Anthony Siegel, “Right Imaginary Person”(1)1980年代日本
第九回 Robert Anthony Siegel, “Right Imaginary Person”(2)翻訳ディスカッション1
第十回 Robert Anthony Siegel, “Right Imaginary Person”(3)翻訳ディスカッション2
第十一回 Yuko Sakata, “On This Side”(1)学校文化の描かれ方
第十二回 Yuko Sakata, “On This Side”(2)翻訳ディスカッション1
第十三回 Yuko Sakata, “On This Side”(3)翻訳ディスカッション2
第十四回 Yuko Sakata, “On This Side”(4)翻訳ディスカッション3
第十五回まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点100%(各作品の翻訳およびディスカッション参加)

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、指定箇所を翻訳してくること。

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３７
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科教授 服部　典之

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ユニオンの行方ーーSmollett,_Humphrey Clinker_を手がかりに
 [授業の概要・目的]
　1707年にイングランドとスコットランドが合同(ユニオン）をして連合王国が成立してから310年
が経った。当初軋みが感じられたユニオンは19世紀の文学者ウォルター・スコットの尽力などもあ
って磐石となり大英帝国を伸張させてきたと思われていた。だが最近、スコットランド独立住民投
票やBrexitによって、ユニオンの意義が改めて問われている。
　そもそもユニオン成立にはデフォーやスモレットの祖父など文学関係者が深く関与している。本
講義では、ユニオン成立の半世紀後に書かれたスモレットの英国内周遊旅行小説を再検討すること
で、ユニオンがどのように扱われているかを読み解き、ユニオンの根本を問い直すことを目的とす
る。

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。ユニオンを考える本講義では現代的問題への
洞察も必要である。講義では小説『ハンフリー・クリンカー』を例に、深い読みを試みることで、
基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。

 [授業計画と内容]
　『ハンフリー・クリンカー』は比較的長い作品なので、授業では前期に前半、後期に後半につい
て講義を行う。ページ数を授業回数で割って着実に進んでいく。（前期１・イントロダクション、
２～１５・1頁～173頁。後期１～１５・174頁～353頁)、講義であるから受講生を授業中に指名し
て意見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、
質問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。

 [履修要件]
　特になし。英語で小説を読むことが好きな学生の受講を希望する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Tobias Smollett 『The Expedition of Humphry Clinker』（Oxford University Press, Reissued 2009）ISBN:
978-0-19-953898-0

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として日本語でおこなう。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３８
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科教授 服部　典之

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ユニオンの行方ーーSmollett,_Humphrey Clinker_を手がかりに
 [授業の概要・目的]
　1707年にイングランドとスコットランドが合同(ユニオン）をして連合王国が成立してから310年
が経った。当初軋みが感じられたユニオンは19世紀の文学者ウォルター・スコットの尽力などもあ
って磐石となり大英帝国を伸張させてきたと思われていた。だが最近、スコットランド独立住民投
票やBrexitによって、ユニオンの意義が改めて問われている。
　そもそもユニオン成立にはデフォーやスモレットの祖父など文学関係者が深く関与している。本
講義では、ユニオン成立の半世紀後に書かれたスモレットの英国内周遊旅行小説を再検討すること
で、ユニオンがどのように扱われているかを読み解き、ユニオンの根本を問い直すことを目的とす
る。

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。ユニオンを考える本講義では現代的問題への
洞察も必要である。講義では小説『ハンフリー・クリンカー』を例に、深い読みを試みることで、
基本的及び応用的読みの鍛錬を行いたい。

 [授業計画と内容]
　『ハンフリー・クリンカー』は比較的長い作品なので、授業では前期に前半、後期に後半につい
て講義を行う。ページ数を授業回数で割って着実に進んでいく。（前期１・イントロダクション、
２～１５・1頁～173頁。後期１～１５・174頁～353頁)、講義であるから受講生を授業中に指名し
て意見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書いてもらい、
質問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

 [教科書]
Tobias Smollett 『The Expedition of Humphry Clinker』（Oxford University Press, Reissued 2009）ISBN:
978-0-19-953898-0

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として日本語で行う。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３９
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Karin L. Swanson

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 英語

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities
 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, particularly those 
skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
（参考書）

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

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



文献文化学系１４０
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Karin L. Swanson

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 英語

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities
 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

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

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

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
（参考書）

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

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



文献文化学系１４１
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（特殊講義）
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 立教大学文学部　教授 岩田　美喜

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 現代イギリス演劇に見る階級・ジェンダー・教育
 [授業の概要・目的]
　演劇とは、それが書かれ、上演される社会や文化と密接に結びついた、本質的にコミュナルな芸
術様式であり、本講義の目的は作品分析を通じてそうした演劇のアクチュアリティを感得すること
にある。そのため本講義では、20世紀後半から21世紀初頭までに執筆・上演されたイギリスの戯曲
5本を具体的に読みながら、イギリス演劇が階級・ジェンダー・教育といった問題をどう表象して
いるのかを探る。また、適宜作品の映画版を鑑賞し、戯曲版との演出の違いなどにも留意すること
で、演劇という芸術様式の独自性についても学ぶ。

 [到達目標]
（1）イギリス現代演劇の台詞を英語で読みこなせるようになる。
（2）作品分析を通じて、イギリス社会の諸相に演劇がどう切り結んでいるかを理解し、それを相
対的な視点から自分なりに解釈できる思考能力を身につける。

 [授業計画と内容]
　 1作品につきおよそ3回分の授業時間をかけて、以下の5作品を扱う。

（1）　Julian Mitchell, Another Country (1981)
（2）　Willy Russell, Educating Rita (1980)
（3）　Caryl Churchill, Top Girls (1982) 
（4）　Lee Hall, Billy Elliot (2000)
（5）　Alan Bennett, The History Boys (2004)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・講義で扱った作品ないしテーマに関するレポートを課す（具体的なレポート課題は授業時に連絡
する）（70点）。
・授業時の積極的な貢献などの平常点（30点）。

 [教科書]
使用しない
教科書は使用せず、教員が作成した資料を授業時に配布する。

英語学英米文学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（特殊講義）(2)

 [参考書等]
（参考書）
ウィリー・ラッセル、吉岩正晴ほか訳『リタの教育』（夏書館）ISBN:978-4930702227（Willy
Russell, Educating Rita の日本語訳）
キャリル・チャーチル、安達紫帆訳『トップ・ガールズ』（劇書房）ISBN:978-4875745549（Caryl
Churchill, Top Girls の日本語訳）
本講義で扱う作品のうち、上記の2本のみ日本語訳が存在します。読まなくても問題なく授業につ
いて行けますが、事前に読んでおけば授業理解が深まります。

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義で扱う作品に関して、日本語訳よりも入手しやすいのは映画版です。『アナザー・カントリ
ー』、『ビリー・エリオット』、『ヒストリー・ボーイズ』などは簡単に見られますので、必須で
はありませんが、事前に視聴しておいてもらえれば授業理解が深まります。

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



文献文化学系１４２
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 高野　泰志

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 『誰がために鐘は鳴る』を精読する
 [授業の概要・目的]
アーネスト・ヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』はスペイン内戦を描いた作品であるが、そ
れまでのヘミングウェイ作品とは大きく異なり、様々な登場人物の声が混在するポリフォニックな
物語である。この授業ではこの複雑に絡み合った声に着目し、文体、歴史的背景、ジェンダーなど
多角的な視点から作品を読み解く。そうすることで多彩な文学解釈の方法を実践的に身につける。
また映画を用いてアダプテーションの問題も考える。
授業は教員による講義と、学生の発表、ディスカッションで構成される。

 [到達目標]
文学解釈の様々な方法に親しむ。
『誰がために鐘は鳴る』を通してヘミングウェイへの理解を深める。
 [授業計画と内容]
1日目：1～6章（歴史、文体）
2日目：7～13章（ジェンダー、セクシャリティ）
3日目：14～24章（政治、宗教）
4日目：25～40章（声）
5日目：41～43章（インターテクスチュアリティ）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表・ディスカッションへの貢献度　60％
レポート　40％

 [教科書]
Ernest Hemingway 『For Whom the Bell Tolls』（Scribners）ISBN:0099908603

 [参考書等]
（参考書）
高野泰志『アーネスト・ヘミングウェイ、神との対話』（松籟社）ISBN:4879843342

 [授業外学習（予習・復習）等]
その日の該当箇所を丁寧に精読し、テーマに従って自分なりの考えをまとめてくること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４３
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（演習）
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Marius The Epicurean 精読
 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
Walter Paterの長編小説 Marius The Epicurean(1885)は技巧を凝らしたスタイルで有名な作品である。
これをこれを前期・後期で通読する。そのためには当然ながら1回の授業で相当な分量を読みこな
すことが必要になってくる。慣れるまでは毎回3ページ程度のペースで進み、これを2回ほど行った
後は、1回の授業でカバーする分量を10ページ程度に増やす。その際授業時間内で精読するのはや
はり3ページほどで、残りのページについては質問を受け、適宜解説を加える。

第1回　pp. 1-3. 
第2回  pp. 4-6.
第4回  pp. 7-17. 
第5回  pp. 18-27.
第6回  pp. 28-37.
第7回  pp. 38-47. 
第8回  pp. 48-57
第9回  pp. 58-67
第10回 pp. 68-77
第11回 pp. 78-87
第12回 pp. 88-97
第13回 pp. 98-107 
第14回 pp. 108-117
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
後期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
Walter Pater 『Marius the Epicurean』
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。注釈のついたペー
パーバックは絶版になっているが、古書を手に入れるならOxfordかPenguinのものが望ましい。

英語学英米文学（演習）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（演習）(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４４
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（演習）
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Marius The Epicurean 精読
 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
第1回　pp. 118-27. 
第2回 pp. 128-36. 
第4回 pp. 137-45. 
第5回 pp. 146-55. 
第6回 pp. 156-65. 
第7回 pp. 166-75. 
第8回 pp. 176-74 
第9回 pp. 175-83
第10回 pp. 184-95 
第11回 pp. 196-216 
第12回 pp. 217-37
第13回 pp. 238-50
第14回 pp. 251-62 
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
前期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
Walter Pater 『Marius the Epicurean』
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。注釈のついたペー
パーバックは絶版になっているが、古書を手に入れるならOxfordかPenguinのものが望ましい。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

英語学英米文学（演習）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（演習）(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４５
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 英語史研究の方法
 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・参考図書として指定したCommunicating Early English Manuscriptsを講読し、近年の研究動向に触
れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・参考図書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
P. Pahta & A. H. Jucker 『Communicating Early English Manuscripts』（CUP）

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

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

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

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メー
ルでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４６
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 英語史研究の方法
 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・参考図書として指定したCommunicating Early English Manuscriptsを講読し、近年の研究動向に触
れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・参考図書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
P. Pahta & A. H. Jucker 『Communicating Early English Manuscripts』（CUP）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メー
ルでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４７
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 エリザベス朝散文演習1
 [授業の概要・目的]
エリザベス朝期に書かれた散文テクストの精読を通じて、この時期の散文のジャンル、文体、語彙
に関する基本的な知識を習得し、その特徴を考察する。

 [到達目標]
　・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギ
リスの散文テクストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス文学に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

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

第2-15回　散文テクストの精読
　各受講者に予め担当を割り振る方式によって、テクストを精読し、内容について討論する。
　Robert Greene, _Pandosto_から始める。この作品はWilliam Shakespeare, _The Winter's Tale_の種本と
なっているものであるため、この劇に関する知識は本作品購読に役に立つであろう。
　場面毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、概ね一人あたり教科書の1ページ分を目途に担当してもらう。

　一学期の授業で読み終わらない場合は後期に継続する。学期中に終了した場合は、受講者と相談
の上、次に読む作品を決める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈50%、テクスト全体の理解度50%）にて評価
する。

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [教科書]
Paul Sakzman, ed. 『An Anthology of Elizabethan Prose Fiction』（Oxford University Press）ISBN: 978-
0199540570

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は作品中での当該箇所の意味について考察をすること。

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



文献文化学系１４８
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 エリザベス朝散文演習2
 [授業の概要・目的]
エリザベス朝期に書かれた散文テクストの精読を通じて、この時期の散文のジャンル、文体、語彙
に関する基本的な知識を習得し、その特徴を考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギリ
ス演劇のテクストを自力で読めるようになる。
・初期近代イギリス演劇に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第1-15回　散文テクストの精読
　各受講者に予め担当を割り振る方式によって、テクストを精読し、内容について討論する。
　前期終了箇所から読み始める。その後扱う作品については受講者と相談の上決定する。
　場面毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、概ね一人あたり教科書の1ページ分を目途に担当してもらう。

　

 [履修要件]
前期の「エリザベス朝散文演習1」からの継続受講を原則とする。後期からの受講を希望する者は
初回に担当者に申し出ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈50%、テクスト全体の理解度50%）にて評価
する。

 [教科書]
Paul Salzman, ed. 『An Anthology of Elizabethan Prose Fiction』（Oxford University Press）ISBN: 978-
0199540570

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は作品中での当該箇所の意味について考察をすること。

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



文献文化学系１４９
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  An American Tragedyを読む
 [授業の概要・目的]
アメリカン・ドリームの裏側を描いた作品として名高いAn American Tragedy (1925)を完読する。
850頁ほどの長大な作品ではあるが、内容はいたって直線的・扇情的なので、読了はさほど困難で
はないと思われる。主人公Clydeのキャラクター造型は、後続のアメリカ文学の諸作品に引き継が
れているので、本授業においてあらためて確認しておくのも良いだろう。

 [到達目標]
アメリカ文学における主要作品を自分なりに解釈する勇気と胆力を養う。

 [授業計画と内容]
本授業は受講者による発表・ディスカッションが主体となる。
第1回　イントロダクション
第2回から第15回　受講者による発表・ディスカッション（毎回60頁ほど読み進める）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表およびディスカッションでの貢献（60％）と期末レポート（40％）によって評価する。期末レ
ポートは英語であれば1500語、日本語であればA4五枚以上。

 [教科書]
Theodore Dreiser 『An American Tragedy (Signet Classics)』（Signet）ISBN:978-0451531551（授業中た
えず本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回60頁ほど読み進めるため、予習時間は相応のものとなる。本授業においては、一語一句を吟味
するというよりは、作品全体に通底する流れを直観することが主眼となるため、精読というよりは
abstractionの能力を鍛えることが目的となる。

（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。



文献文化学系１５０
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Absalom, Absalom!を読む
 [授業の概要・目的]
William Faulknerの最高傑作にして最高難度の作品Absalom, Absalom! (1936)を、なるべくていねいに
味読していく。一回の授業でとりあえずの「蹴り」をつけることができるのは、おそらく数頁だろ
う。本作はそれに報いるだけの価値があると信じつつ、教員を含めた参加者一丸で、じっくりと読
み進めて行きたい。

 [到達目標]
代表的アメリカ文学作品について、自分なりに解釈する勇気と胆力を養う。
 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２回から第１５回　Absalom, Absalom!の精読およびディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
本作に関する期末レポートによって評価する。英文の場合は1500語、日本語の場合はA4五枚以上。

 [教科書]
William Faulkner 『Absalom, Absalom! (Vingtage Classics)』（Vintage）ISBN:978-0099475118（授業中
たえず本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本作は第一文目から特徴的であるため、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨んでほ
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。



文献文化学系１５１
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Henry Jamesの中短篇を精読する（１）
 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの中短篇小説を、とりわけ比喩やイメージの連鎖に目を凝らしつつ丁寧に読んでいくこ
とを通じて、文学テクストの精緻な読解力を高める訓練を行う。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部までおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
Jamesの小説世界と芸術観に親しむこと。
 [授業計画と内容]
　授業では主にJamesが作家・芸術家を扱った中短篇小説（昨年度は扱わなかったもの）を取り上
げ、輪読形式でテクストを丁寧に読んでいく（一回３～４ページ）。進度によっては発表形式も取
り入れる。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション
第２～14週：テクスト講読
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）と学期末の英語レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５２
授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Henry Jamesの中短篇を精読する（２）
 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの中短篇小説を、とりわけ比喩やイメージの連鎖に目を凝らしつつ丁寧に読んでいくこ
とを通じて、文学テクストの精緻な読解力を高める訓練を行う。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部までおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
Jamesの小説世界と芸術観に親しむこと。
 [授業計画と内容]
　授業では主にJamesが作家・芸術家を扱った中短篇小説（昨年度は扱わなかったもの）を取り上
げ、輪読形式でテクストを丁寧に読んでいく（一回３～４ページ）。進度によっては発表形式も取
り入れる。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション
第２～14週：テクスト講読
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）と学期末の英語レポート（50％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５３
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 田口　紀子

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 歴史小説としての『パルムの僧院』　
 [授業の概要・目的]
1820年代のフランス・ロマン主義文学運動において、「歴史」表象は演劇と小説の両ジャンルにと
って新しい創作原理展開の契機となった。古典主義に対してロマン主義演劇の勝利を確定したユゴ
ーの『エルナニ』（1830）をはじめ、多くのロマン主義演劇は、歴史的事件・人物を素材に新しい
劇作法を模索し、また20年代の小説ジャンルは、バルザックの『ふくろう党』（1829）をはじめと
する「歴史小説」を量産した。本講義では、そのロマン主義的精神を継承した小説家スタンダール
に注目し、代表作『パルムの僧院』(1839)における歴史的テーマの表象と三人称の語りの方法との
関係を分析し、その文学史的意味を考察する。

 [到達目標]
フランス・ロマン主義文学における「歴史」の表象が、どのように写実主義小説の創作原理へと展
開したかを考察することができる。

 [授業計画と内容]
授業では以下のテーマを取り上げる。　
前期：1.本講義の視座と問題設定　(２回）
　　　2.フランス1830年代の文学状況：小説、回想録、歴史叙述、演劇（２～３回）
　　　3．1830年代のスタンダールの執筆活動（２回）
　　　4.『パルムの僧院』の概要と第1章の分析　（８～９回）
後期：5.以下のテーマについてテクストの特徴的箇所を分析する。
　　　　その際必要に応じて他のレアリスム作家のテクストと比較検討する。
　　　　（それぞれのテーマに３～４回）
　　　　・「語り手」の介入と読者への呼びかけ、アイロニー　　　
　　　　・「語り」の現在時制と物語時間
　　　　・登場人物への内的焦点化
　　　　・話法の使い分け
　　　6.まとめと総括：史実とフィクションの接合　(2回)

 [履修要件]
フランス語初級を修了していること。

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

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



文献文化学系１５４
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 増田　眞

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ルソーの『ダランベールへの手紙』を読む
 [授業の概要・目的]
『ダランベールへの手紙』は、ダランベールが『百科全書』のために書いた項目「ジュネーヴ」に
対する編論として1758年に書かれた。演劇論の体裁を取っているが、実際には国家ににおける法、
風俗、世論などに関する考察が展開されている。本講義の大部分はこの『ダランベールへの手紙』
の原文を精読することに当てられる。そしてルソーにとっての国家と風俗の問題について考察する。
なるべく当時の思想における社会と演劇についても言及する。

 [到達目標]
『ダランベールへの手紙』の読解を通して、ルソーにおける政治、演劇、風俗の問題を考える。
 [授業計画と内容]
前期
１回目　全体についての説明、作家と作品の紹介
２～15回目　『ダランベールへの手紙』の原文の読解
後期
１回目～15回目　『ダランベールへの手紙』の読解（続）および、当時の演劇論における演劇と社
会についての考察

 [履修要件]
中級程度のフランス語読解力があることが望ましい。（それ以上に、フランス語の原文を自分で読
むという心構えが必要。）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点を重視するが、レポートが課されることもある。

 [教科書]
開講時に指示する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中の発表担当者だけでなく、参加者全員、自分で原文を読むことが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５５
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 永盛　克也

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 フランス17世紀文学における「認知＝発見」の詩学
 [授業の概要・目的]
フランス17世紀において創作理論の基礎となっていたアリストテレス『詩学』の中で、特に「認知
＝発見」の概念がどのように理解されていたか、またどのように創作の中に取り入れられたか、理
論と実践の両面について考察する。

 [到達目標]
西洋文学理論の源流に位置するアリストテレス『詩学』が17世紀フランスにおいてどのように受容
されたかを理解する。また文学理論としての詩学がどのように創作に反映されるか、作品解釈にど
のような寄与をもたらすかを理解する。
 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1～第2週　17世紀フランスにおけるアリストテレス『詩学』の受容
第3～第4週　アリストテレス『詩学』における「認知＝発見」
第5～第6週　17世紀喜劇における「認知＝発見」
第7～第8週　17世紀悲喜劇における「認知＝発見」
第9～第11週　17世紀悲劇における「認知＝発見」
第12～第13週　17世紀の詩学における「認知＝発見」
第14週～第15週　まとめ　文学作品における「認知＝発見」の意義

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20％）および期末レポート（80％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
（参考書）
アリストテレース『詩学』（岩波文庫）ISBN:4003360494（ホラーティウス『詩論』併録）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５６
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 永盛　克也

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 セヴィニェ夫人『書簡』研究
 [授業の概要・目的]
フランス17世紀の貴族セヴィニェ侯爵夫人（Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, 1626-1696）
の残した書簡を取り上げ、執筆の事情、時代背景、文学的嗜好や文体の特徴、「作品」の受容など
の諸相について考察する。

 [到達目標]
フランス17世紀文学の重要な要素である社交の精神や会話の規則、自然かつ才気に富んだ文体の効
果、などの点について理解を深める。
 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1週　イントロダクション　文学史におけるセヴィニェ夫人の位置
第2～3週　セヴィニェ夫人とその時代
第4～5週　セヴィニェ夫人『書簡』の執筆事情
第6～8週　セヴィニェ夫人『書簡』の読解
第9～10週　セヴィニェ夫人の文学的嗜好
第11～13週　セヴィニェ夫人の文体
第14～15週　セヴィニェ夫人『書簡』の受容と後世への影響

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業における発表（20％）と期末レポート（80％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと、また授業中に読むことのできなかった部分は各自
で読んでおくこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５７
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 フランス語

題目 Politique, histoire et littérature : les personnages collectifs et allégoriques
 [授業の概要・目的]
Le cours vise à réfléchir à l’importance de la fiction et de la rhétorique dans le discours historique, politique 
et social. Cette influence a été repensée récemment à travers la notion de storytelling. Le récit n’est pas le 
seul moyen de rendre le réel plus fictionnel. L’utilisation de catégories symboliques est aussi décisive. On s
’interrogera sur leur influence, dans les fictions et en dehors d’elles, avec des outils linguistiques, 
littéraires, philosophiques et sociologiques (Lecolle, Lavocat, Searl, Citton, Livet), en articulant différents 
débats récents en littérature et en sciences humaines.

 [到達目標]
Le cours est centré sur l’analyse des collectifs (public, foule, peuple, nation, etc.) présentés comme des 
individus, doués de sentiments et d’action, dans la littérature et les écrits politiques des années qui précèdent 
la révolution française. On étudiera la présence des foules dans le roman (Les Liaisons dangereuses) et au 
théâtre (Le Mariage de Figaro). On s’intéressera aussi au lien qu’ils créent entre épopée et histoire 
véritable (Les Incas de Marmontel). Enfin on évoquera la présence et l’enjeu des collectifs dans le discours 
politique (L’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal).

 [授業計画と内容]
Storytelling, réductionnisme, panfictionnalisme, personnages collectifs, histoire et politique.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

Extraits : 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778-1782. 
Marmontel, Les Incas, 1778. 
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Diderot-Raynal, Histoire des deux Indes, troisième édition, 1781. 

Bibliographie critique
CITTON, Yves, Mythocraties. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, Editions Amsterdam, 2010. 
LAMMERT, Marie et LECOLLE, Michelle, Les noms collectifs en français, une vue d’ensemble, Cahiers 
de Lexicologie 105, 2014.
LAVOCAT, Françoise, Fait et fiction, Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016. 
LIVET, Pierre, et NEF, Frédéric, Les êtres sociaux. Processus et virtualité, Paris, Hermann, 2009. 
SEARL, John, Collective Intentions and Actions , in P. Cohen, J. Morgan, et M. E. Pollack (éds.), Intentions 
in Communication, Cambridge Mass., Bradford Books, mit Press, 1990, p. 401-415. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. 

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５８
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 フランス語

題目  L’écriture ou la vie
 [授業の概要・目的]
Le cours vise à réfléchir à l’articulation problématique entre vie et œ uvre en littérature. La vie de l’auteur
a été systématiquement enterrée pendant la période structuraliste, qui annonçait la mort de l’auteur comme 
horizon herméneutique. Il s’agit de reprendre cette question aujourd’hui en réfléchissant à la mise en 
scène du rapport entre l’écriture et la vie dans les œ uvres elles-mêmes. 

 [到達目標]
Nous commencerons par un rappel des théories critiques autour de cette question, en commençant par Barthes 
et Foucault, qui annoncent la mort de l’auteur, puis en revenant sur le phénomène de l’autofiction
contemporain mais aussi sur les nouvelles déclinaisons des analyses critiques du genre autobiographique. 
Nous poursuiverons par une archéologie de ce rapport entre la vie et l’œ uvre au dix huitième siècle, 
notamment par une comparaison entre Rousseau et Diderot. 

 [授業計画と内容]
Le cours évoquera la critique littéraire notamment le structuralisme, ainsi que le dix huitieme siecle. Il 
abordera le dilemme entre écrire ou vivre.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert aux étudiants de tous niveaux et de toutes spécialités. De solides compétences de lecture 
en français, ainsi qu'un intérêt prononcé pour les études littéraires, sont cependant souhaitables.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L’évaluation portera sur l’assiduité et sur un travail écrit ou oral présenté en cours.

 [教科書]
使用しない
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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]
Il est demandé aux étudiants de participer activement au cours en mettant à profit leurs connaissances et leurs 
propres recherches. Il convient notamment de proposer au professeur un sujet d’exposé oral ou de dossier 
écrit.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence fixe, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous avec lui.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５９
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 王寺　賢太

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 歴史家レナルと18世紀西欧における世界史叙述の勃興
 [授業の概要・目的]
ギヨーム=トマ・レナル（1713～1796）は、今日『両インドにおけるヨーロッパ人の植民と商業に
ついての哲学的・政治的歴史』（邦訳あり）によって知られる18世紀フランスの歴史家である。
1770年、1774年、1780年と増補改訂を加えながら版を重ねた『両インド史』は、とりわけ晩年のド
ニ・ディドロ（1713～1784）が匿名で執筆した数々の政治的雄弁の断章によって、「旧体制」末期
の同時代の西欧と世界の政治・経済の現状を検討し、果敢な批判と改革の提言を行った書物として
知られている。
　本講義では、『両インド史』の著者レナルの18世紀中盤以来、歴史家・ジャーナリストとしての
業績を検討し、18世紀の西欧と世界が経験した歴史的動揺と、それに伴う政治的・経済的言説の変
動のなかで、レナルがどのようにして地球規模の広がりを視野に入れた「世界史」叙述を行なうに
至ったか、そしてその「世界史」叙述が具体的にどのような記述を展開し、著者たちのいかなる政
治的立場と結びついていたかを検討する。フランスに限らず、広く18世紀西欧の歴史、歴史叙述、
政治思想、経済理論を射程に入れ、アメリカ合衆国独立とフランス革命を経験する18世紀末の西欧
が、「近代」のとば口にあっていかなる世界観を紡いでいたかを議論したい。

 [到達目標]
①16～18世紀の近世フランスを中心に、「近代」の政治=経済体制を先駆的に実現することになっ
た西欧の歴史と文化についての広い教養を身につける。
②18世紀フランスを中心に、歴史叙述・政治思想・経済理論など、後代の「社会科学」的言説の先
駆となる18世紀西欧の「文芸」・「哲学」の諸ジャンルについて知見を深める。
③一般に、古典的文献を精密に読解し、同時代の社会的条件や出来事と対比しながら、思想史を捉
える手法を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的に、本講義では、レナルの歴史家・ジャーナリストとしての著作を一つ一つ取り上げながら、
その歴史叙述の特質、歴史家・ジャーナリストの役割についての考察、さらに政治・経済思想のつ
ながりに焦点を当てる。前期には『両インド史』以前の著作似焦点を当てて講義する。その際、鍵
となるフランス語テクストの抜粋を配布し、その都度、受講生に訳読を担当してもらう。

①導入：ギヨーム＝トマ・レナル（1713-1796）と『両インド史』紹介
②オーストリア継承戦争(1741-1748）前後のパリ文壇へのデビュー(1)：『オランダ総統史』(1747-
1750)と『イギリス議会史』(1748-1751)
③オーストリア継承戦争(1741-1748）前後のパリ文壇へのデビュー(2)：同上
④レナルと18世紀中盤の学芸の世界の変容：『文藝新報』（1747～1755）・『メルキュール・ド・
フランス』(1750～1754）と同時代の歴史叙述・政治経済学・哲学
⑤近代ヨーロッパとは何か(1)：フランス王国起源論争のなかのブーランヴィリエ、デュボス、モ
ンテスキュー
⑥近代ヨーロッパとは何か(2)：フランス王国起源論争のなかのレナル
⑦近代ヨーロッパとは何か(3)：レナルとルソー『学問芸術論』（1751）
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⑧近代ヨーロッパとは何か(4)：ルソー『学問芸術論』と歴史叙述の問題
⑨近代ヨーロッパ史の試み(1)：レナル『ヨーロッパ歴史・軍事・外交逸話集／覚書』（1753／54）
をめぐって
⑩近代ヨーロッパ史の試み(2)：同上
⑪七年戦争(1756～63）とレナルの近代ヨーロッパ史叙述プロジェクトの転換：『軍事の学校』（
1762）
⑫「軍事の学の進歩」と近代ヨーロッパ国際関係の変動(1)：『ヨーロッパ戦争史』(1764-70?）
⑬「軍事の学の進歩」と近代ヨーロッパ国際関係の変動(2)
⑭『両インド史』の概要と変貌：レナルの近代ヨーロッパ史叙述プロジェクトとの連続性と断絶を
中心に
⑮予備

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
フランス語が読める学生には、通常授業でテクストの翻訳を担当してもらう。ほかに期末にレポー
トを課す予定。

 [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]
訳読の担当は、フランス語のトレーニングと思ってください。

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



文献文化学系１６０
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 王寺　賢太

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 歴史家レナルと18世紀西欧における世界史叙述の勃興
 [授業の概要・目的]
ギヨーム=トマ・レナル（1713～1796）は、今日『両インドにおけるヨーロッパ人の植民と商業に
ついての哲学的・政治的歴史』（邦訳あり）によって知られる18世紀フランスの歴史家である。
1770年、1774年、1780年と増補改訂を加えながら版を重ねた『両インド史』は、とりわけ晩年のド
ニ・ディドロ（1713～1784）が匿名で執筆した数々の政治的雄弁の断章によって、「旧体制」末期
の同時代の西欧と世界の政治・経済の現状を検討し、果敢な批判と改革の提言を行った書物として
知られている。
　本講義では、『両インド史』の著者レナルの18世紀中盤以来、歴史家・ジャーナリストとしての
業績を検討し、18世紀の西欧と世界が経験した歴史的動揺と、それに伴う政治的・経済的言説の変
動のなかで、レナルがどのようにして地球規模の広がりを視野に入れた「世界史」叙述を行なうに
至ったか、そしてその「世界史」叙述が具体的にどのような記述を展開し、著者たちのいかなる政
治的立場と結びついていたかを検討する。フランスに限らず、広く18世紀西欧の歴史、歴史叙述、
政治思想、経済理論を射程に入れ、アメリカ合衆国独立とフランス革命を経験する18世紀末の西欧
が、「近代」のとば口にあっていかなる世界観を紡いでいたかを議論したい。

 [到達目標]
①16～18世紀の近世フランスを中心に、「近代」の政治=経済体制を先駆的に実現することになっ
た西欧の歴史と文化についての広い教養を身につける。
②18世紀フランスを中心に、歴史叙述・政治思想・経済理論など、後代の「社会科学」的言説の先
駆となる18世紀西欧の「文芸」・「哲学」の諸ジャンルについて知見を深める。
③一般に、古典的文献を精密に読解し、同時代の社会的条件や出来事と対比しながら、思想史を捉
える手法を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的に、本講義の後期は『両インド史』の三つの版（1770/74/80）に現れる18世紀末の世界の諸
問題に焦点を当てて講義する。その際、鍵となるフランス語テクストの抜粋を配布し、その都度、
受講生に訳読を担当してもらう。

①『両インド史』の問い：商業の発展と「文明化」の帰趨
②『両インド史』の一起源(1)：フランス・インド会社改廃をめぐる論争①
③『両インド史』の一起源(2)：フランス・インド会社改廃をめぐる論争②
④『両インド史』の一起源(3)：フランス・カリブ海植民地をめぐる論争
⑤アジアの帝国の評価と同時代の政治・経済学的論争(1)：中国叙述をめぐって
⑥アジアの帝国の評価と同時代の政治・経済学的論争(2)：中国叙述をめぐって
⑦宣教の時代の終わりと「野生人の文明化」(1)：パラグアイ・ミッション叙述をめぐって
⑧宣教の時代の終わりと「野生人の文明化」(2)：パラグアイ・ミッション叙述をめぐって
⑨「ヨーロッパの野蛮の洗練」？ (1)：黒人奴隷制批判と「解放」の展望
⑩「ヨーロッパの野蛮の洗練」？ (2)：黒人奴隷制批判と「解放」の展望
⑪「文明化」の終わりか、再始か(1)：「アメリカの革命」の叙述をめぐって
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⑫「文明化」の終わりか、再始か(2)：「アメリカの革命」の叙述をめぐって
⑬ヨーロッパにおける旧体制の終焉(1) :『両インド史』第19篇の国際関係論
⑭ヨーロッパにおける旧体制の終焉(2) :『両インド史』第19篇最終章をめぐって
⑮予備

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
フランス語が読める学生には、通常授業でテクストの翻訳を担当してもらう。ほかに期末にレポー
トを課す予定。

 [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]
訳読の担当は、フランス語のトレーニングと思ってください。

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



文献文化学系１６１
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 森本　淳生

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ミシェル・フーコー「文学と言語」を読む
 [授業の概要・目的]
　ミシェル・フーコーが1964年12月にブリュッセルで行った講演「文学と言語」を精読し、フーコ
ーの思想における文学の問題を考察することを通じて、近現代における文学と言語の特性について
考察する。
　この講演でフーコーは古典主義時代の作品から近代文学を区別する特徴として、レトリックの消
滅を挙げている。18世紀末までは、言語作品は「ある種の沈黙した原初的言語」──たとえば「神
の言葉、真理、モデル、〈古代人たち〉、聖書」、あるいは「自然」──との関係においてのみ存
在し、この根源的な言葉をレトリックの力によって解読し翻訳するものだった。しかし「19世紀以
降、人々はこの最初の言葉を聞くことをやめ、そのかわりに、無数のささやき、すでに言われた言
葉の堆積が響くことになる」。そのときレトリックの空間にかわって現れるのはマラルメの「書物」
が象徴するような「書物の容量／巻volume」だが、それはまさしく原書の言葉である神の「大いな
る書物」（聖書）の消滅を画する出来事だった。
　フーコーは近代文学の本質を「侵犯」のうちに見る。文学とは限界のたえざる侵犯である以上、
個々の作家は他の作家を否定し、個々の書物（作品）は他のすべての書物を否定する。それは単な
る新旧の交代ではない。原初の言語との関係を喪失した近代の文学言語は、文学であることの印を
みずから定義しなければならないが、根源となる言葉が消滅した以上、この定義、この文学の自己
証明が完全に実現することはない。文学と言語が一致することはなく、両者のあいだにはつねに距
離が介在する。こうしたとき、言葉は根源を志向するが決して一致しえないという意味で、鏡の空
間のなかにあり、シミュラークルをなすと言える。『失われた時を求めて』が全巻を通じて、書か
れるべき作品の計画、文学を実現する計画しか語ることがないのは、そのためである。
　しかし、この講演でフーコーが注目しているのはなによりも言語の「空間性」である。言語は古
来、時間的なものと考えられてきた。物語る、約束するという行為は言語と時間との結びつきをし
めしているし、時間は文字として後世に伝えられるから、時間は言語を通してみずからを歴史とし
て意識することができる。これに対して、20世紀における「言語は空間的なものなのである」とフ
ーコーは指摘し、まずベルクソンによる言語の空間性の批判──つまりベルクソンは言語を時間的
なものとは見なしていなかった──をとりあげ、ついで言語の時間性に基づく神話として「創造」
の概念を批判したうえで、ジャン=ピエール・リシャールのマラルメ論に依拠しつつ、言語の空間
性の具体的な分析プログラムを考えていく。驚くべきことに、フーコーはこうした言語の空間性の
議論を大きく展開させ、これを来るべき言語のあり方の予兆として読み解こうとしている。その意
味で講演「文学と言語」は、この時期の代表的著作『言葉と物』（1966）の文学論、とりわけその
結論部の予言的な叙述と密接に関わるものでもあった。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [到達目標]
・フランス語文法の諸項目に習熟し、それを実際の読解において使いこなせるようになる。
・複雑な構文、豊富な語彙の思想的文章をある程度のスピードと正確さで読みこなせるようになる。

・文章の細部の読解と全体的な理解とを有機的に結びつけ、立体的に読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
テクストは約70頁あるので1回の授業で5頁から6頁ほど読み進めることにする。初回の授業で、担
当者を決めるので必ず出席のこと。授業では担当者が担当部分の内容を要約して説明したうえで、
時間の許す範囲で原文を精読する（精読は他の受講者にも参加してもらうので予習のこと）。

第1回　イントロダクション：「文学と言語」概説。授業の進め方の説明。担当者への割り振り。
第2回～第14回　「文学と言語」を読む：各担当者による発表と原文精読。
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点５０％、期末試験５０％

 [教科書]
プリント配布
"Littérature et langage" [conférence aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles en décembre 1964], in 
La Grande étrangère. À propos de littérature, édition établie et présentée par Philippe Artières, Jean-François 
Bert, Mathieu Potte-Bonneville et Judith Revel, Éditions de l'école des hautes études en sciences sociales, 
2013 p. 75-144.

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず予習をして授業に臨んでください。

（その他（オフィスアワー等））
KULASISの「オフィスアワー機能」を参照。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６２
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村上　祐二

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 プルースト『失われた時を求めて』におけるドレフュス事件とユダヤ人 I
 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ性・反ユダヤ主義の問題は、近年欧米
・日本をはじめとする世界の研究者の間で最も重要な研究課題のひとつとなりつつある。本年度の
授業では、前年度に行ったプルーストの『失われた時を求めて』（1913-1927）第１巻『スワン家
のほうへ』（1913）およびその草稿資料におけるユダヤ人描写の分析成果を踏まえつつ、第２巻『
花咲く乙女たちのかげに』（1919）から最終巻『見出された時』（1927）までの部分に現れたドレ
フュス事件（1894-1906）の表象、ユダヤ像および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と
政治・歴史との関わりを考察する。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。

 [授業計画と内容]
前期の授業では『花咲く乙女たちのかげに』および『ゲルマントのほう』を扱う。
以下の各項目について講述する。各項目には【　】で指示した週数を充てるが、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。
１．本講義の視座と問題意識【１週】
２．プルーストの初期・中期作品に現れたユダヤ像【１～２週】
３．『花咲く乙女たちのかげに』(1)万華鏡の隠喩【２～4週】
４．『花咲く乙女たちのかげに』(2)ブロックの描写【２～4週】
５．『ゲルマントのほう』第１部、ヴィルパリジ夫人のサロンにおけるドレフュス事件と反ユダヤ
主義【3～4週】
６．『ゲルマントのほう』第2部におけるスワンの病【2～３週】
７．総括【1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]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格）
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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



文献文化学系１６３
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村上　祐二

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 プルーストの中後期作品におけるドレフュス事件とユダヤ人 II
 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ性・反ユダヤ主義の問題は、近年欧米
・日本をはじめとする世界の研究者の間で最も重要な研究課題のひとつとなりつつある。本年度の
授業では、前年度に行ったプルーストの『失われた時を求めて』（1913-1927）第１巻『スワン家
のほうへ』（1913）およびその草稿資料におけるユダヤ人描写の分析成果を踏まえつつ、第２巻『
花咲く乙女たちのかげに』（1919）から最終巻『見出された時』（1927）までの部分に現れたドレ
フュス事件（1894-1906）の表象、ユダヤ像および反ユダヤ主義的言説の分析を通し、文学作品と
政治・歴史との関わりを考察する。

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につけると同時に、型に縛られない、柔軟で独創的な解釈を生み出
すための感覚を磨く。

 [授業計画と内容]
後期の授業では『ソドムとゴモラ』から『見出された時』までの巻を扱う。
以下の各項目について講述する。各項目には【　】で指示した週数を充てるが、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。
1.『ソドムとゴモラ』第1部におけるドレフュス事件、ユダヤ人と同性愛者【４～5週】
2.『ソドムとゴモラ』第2部、『囚われの女』におけるスワンの病と死【2～3週】
3.『囚われの女』におけるフェルメールの黄色い壁【2～3週】
4.アルベルチーヌの物語（『囚われの女』、『消え去ったアルベルチーヌ』）におけるドレフュス
事件の記憶およびユダヤ民族の記憶の隠喩化【３週】
5.『見出された時』におけるドレフュス事件と第一次世界大戦の記述【３週】
6.総括【１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]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格）
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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



文献文化学系１６４
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 森本　淳生

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 レチフ・ド・ラ・ブルトンヌと書簡体小説──没後作品、彷徨する文字、不在の主体
 [授業の概要・目的]
　書簡体小説（Le Roman épistolaire）は18世紀文学の代表的ジャンルのひとつであり、モンテスキ
ューの『ペルシア人の手紙』（1721）からリチャードソンの『パミラ』（1740）や『クラリッサ』
（1747-48）、ルソーの『新エロイーズ』（1761）を経て、ラクロの『危険な関係』（1782）にい
たる、現代まで読み継がれる傑作が生み出されてきた。
　レチフ・ド・ラ・ブルトンヌ（1734-1806）はブルゴーニュ地方の比較的豊かな農家に生まれ、
少年時代に牧童生活を営んだ後、オーセール、ついでパリで印刷工として働きながら、作品を書き
始めた作家であるが、処女作『有徳な家族』（1767）や出世作となった『堕落百姓』（1775）をは
じめとして以下の11篇の書簡体小説を書いている（これに加えて独自の社会改革論である「奇想大
全」シリーズの『ポルノグラフ』や『ミモグラフ』も書簡体を採用している）。

La Famille vertueuse, 1767.
Lettres de lord Austin de N**, ou la Confidence nécessaire, 1769
Adèle de Comm** ou Lettres d’une fille à son père, 1772
Le Paysan perverti, 1775
Le Quadragénaire, 1777
Le Nouvel Abeilard, 1778
La Malédiction paternelle, 1780
La Paysanne pervertie, 1784
La Femme infidèle, 1786
Le Paysan et la paysanne pervertis, 1787
Les Posthumes, 1802

　授業では、ラクロの傑作『危険な関係』を講読し、書簡体小説の到達点を確認したうえで、レチ
フの書簡体小説、とりわけ『堕落百姓』、『堕落百姓娘』、『父の呪い』、『不実な妻』、『没後
書簡Les Posthumes』等をとりあげて、レチフにおける書簡体小説の完成とその展開を概観するとと
もに、レチフ作品における「手紙」の機能を分析し、そこから18世紀後半に生じた「文学的モデル
ニテ」のあり方について考察することにしたい。

 [到達目標]
レチフの諸作品やその他の作家の書簡体小説の読解を通じて、文学的にも政治的にも精神史的にも
大きな転換期であった18世紀フランスについて一定の知識と理解を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション：授業の概要と進め方
第2回～第3回　18世紀の書簡体小説について
第4回～第7回　ラクロ『危険な関係』：翻訳輪読と原文精読
第8回～第10回　『堕落百姓』と『堕落百姓娘』：「行為」としての書簡と暴走する「弟子」たち
第11回～第12回　『父の呪い』と『不実な妻』：家族の真実と書簡
第13回～第14回　『没後書簡』とレチフ文学における「手紙」の機能

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

第15回　まとめ

第4回～第7回は、『危険な関係』の翻訳を4回ほどかけて輪読する。あらかじめ割り当てを決める
ので、担当者は担当部分の内容について要約して説明するとともに、精読すべき重要箇所の原文（
1-2頁）を選定する。原文講読箇所は1週間前までに配布するようにし、他の参加者も予習してくる
ことにする。

 [履修要件]
適宜フランス語資料を読むので、文法知識と一定の読解力を持っていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによる。授業に関係する内容について自由にテーマを設定してください。大学院生以
上の受講者については、下記のいずれかのレチフ作品を原文で読みレポートに反映させることを「
努力目標」とします。

Le Paysan perverti, [in Romans de Restif de La Bretonne], t. I, édition établie par Pierre Testud, Robert 
Laffont, "Bouquins", 2002.

La Malédiction paternelle, lettres sincères et véritables de N.** ** *** à ses parents, ses amis et ses 
maîtresses, avec les réponses, recueillies et publiées par Timothée Joly, son exécuteur testamentaire [1779 
(1780)], édition critique par Pierre Testud, Honoré Champion, "L’âge des Lumières", 2006.

 [教科書]
ラクロ『危険な関係』（白水社）ISBN:978-4560099056（桑瀬章二郎・早川文敏訳）
講義内容についてはプリント配布。『危険な関係』は上記の翻訳書を使用します。フランス語原文
についてはいずれの版でも構いませんので各自準備してください。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に参照するフランス語テクストについては適宜予習してください。

（その他（オフィスアワー等））
KULASISの「オフィスアワー機能」を参照。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６５
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 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。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
　フランス語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。
　また、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。



文献文化学系１６６
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 岩根　久

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
フランス・ルネサンスにおける古典の受容と詩の実践－デュ・ベレーとロンサールを中
心に－

 [授業の概要・目的]
中世から古典期へと移行する時期にあたる１６世紀は、フランス文学史において重要な位置を占め
ている。古典期に与えた影響は言うに及ばず、１９世紀において特にロマン派の詩に与えた影響は
大きい。この時期のテキストの正確な読解と評価の仕方について考察したい。また、あわせて書誌
および研究史・批評史についても概説する。

 [到達目標]
現代フランス語とは異なる１６世紀のフランス語への基本的な理解、当時の詩人たちが目指してい
た文芸上の理想について理解を深める。

 [授業計画と内容]
第１回　ヨーロッパにおけるルネサンスと人文主義(1)
第２回　ヨーロッパにおけるルネサンスと人文主義(2)
第３回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(1)
第４回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(2)
第５回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(3)
第６回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(4)
第７回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(5)
第８回　古典の受容と詩の実践：デュ・ベレー(6)
第９回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(1)
第10回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(2)
第11回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(3)
第12回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(4)
第13回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(5)
第14回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(6)
第15回　これまでの授業の統括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートで、成績を評価する。ただし、授業内容を理解した上で、オリジナルな見解が盛
り込まれていること。
授業回数の３分の２以上出席すること、３回以上連続で欠席しないことが、単位取得の条件である。

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語学フランス文学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義) (2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
学習対象のテキストについて予習し、あらかじめ各自が解釈についての見解を準備すること

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



文献文化学系１６７
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 演習 使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société
 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront également proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des étudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement le site internet 
des principaux quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d
’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６８
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 演習 使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture et société
 [授業の概要・目的]
Ce cours est une initiation à la prise de parole et à la prise de position dans le contexte de la société française 
contemporaine, à partir de différents thèmes d’actualité ou sujets de société. Il propose des éléments de 
réflexion, un entrainement progressif et des mises en situation (débat, interview, revue de presse, compte 
rendu critique...). Les supports utilisés seront des articles de presse et des documents audiovisuels, ainsi que 
des extraits de "non-fiction" empruntés à la littérature moderne ou contemporaine de langue française. En 
fonction de l’intérêt des étudiants et de l’actualité culturelle à Kyoto, des comptes rendus de livres, de 
conférences, de films, de spectacles ou d’expositions seront également proposés.

 [到達目標]
Ce cours s'adresse à des étudiants de tout profil, désireux de compléter les savoirs théoriques de leur 
spécialité disciplinaire par une approche plus concrète de la société et de la culture française contemporaine. 
Il permet également de se préparer à un séjour en France en perfectionnant sa pratique de la discussion et de l'
expression orale.

 [授業計画と内容]
L'organisation du cours fera appel à la participation active des étudiants pour fournir et exploiter la matière 
des débats que le professeur souhaite susciter.

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à des étudiants de tous niveaux et de toutes spécialité sous condition cependant qu'ils 
aient une aisance suffisante en français pour suivre une discussion et pour y participer, ainsi que pour lire des 
documents parfois complexes.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Les étudiants seront évalués à partir de leur assiduité et de leur participation. Une présentation orale ou écrite 
(par exemple un compte rendu) sera également demandée.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Les étudiants sont invités à lire les extraits de textes fournis en cours et consulter régulièrement le site internet 
des principaux quotidiens français (lemonde.fr, lefigaro.fr, liberation.fr) et à identifier les principaux thèmes d
’actualité.

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition des étudiants qui souhaitent prendre 
rendez-vous.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６９
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique
 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donné, ainsi que 
la capacité à développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés à rédiger dans le cadre du 
master, notamment leur mémoire.

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

Documents fournis en cours.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７０
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

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 フランス語

題目  Argumentation, dissertation et écriture académique
 [授業の概要・目的]
Ce cours porte sur l'argumentation en langue française à partir de l'exercice traditionnel de la dissertation, qui 
implique la capacité à mobiliser des connaissances à la fois diverses et précises sur un sujet donné, ainsi que 
la capacité à développer une réflexion dialectique, dans une langue claire et correcte. Le cours élargit 
progressivement ce travail aux écrits académiques que les étudiants sont amenés à rédiger dans le cadre du 
master, notamment leur mémoire.

 [到達目標]
-structurer et développer une argumentation 
-rédiger une dissertation 
-transposer les outils d'écriture de la rédaction d'une dissertation à celle du mémoire 

 [授業計画と内容]
Le cours propose différents types de dissertation (générale, monographique, comparative etc.) et insiste 
progressivement sur les outils transposables dans la rédaction du mémoire de master.

 [履修要件]
Le cours est ouvert aux étudiants de la faculté de lettres ainsi que des autres facultés relevant des lettres et des 
sciences humaines, du moment qu'ils ont un niveau de français suffisant, un intérêt pour l'étude de l'
argumentation dans les écrits académiques et une capacité de travail leur permettant de participer activement 
au cours.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Ce cours donnera lieu à des exercices sur un rythme assez soutenu. Nous progresserons par étapes dans la 
composition d'une synthèse: recherche des idées, élaboration du plan, rédaction des différentes parties. Au 
terme du semestre, les étudiants auront à produire une synthèse complète par eux-mêmes.

 [教科書]
使用しない

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）

Documents fournis en cours.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant la première séance, les etudiants sont invités à se renseigner sur le genre traditionnel de la dissertation, 
ou "composition française". Ils peuvent consulter le site internet Eduscol, par exemple la page "Archives des 
rapports et des sujets du concours général des lycées et des métiers" (http://eduscol.education.fr/cid47779/
archives-des-rapports-et-des-sujets.html).

（その他（オフィスアワー等））
L'enseignant est à la disposition des étudiants pour prendre rendez-vous.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７１
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村瀬　有司

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 イタリアの騎士物語
 [授業の概要・目的]
　ボイアルドの『恋するオルランド』とアリオストの『狂えるオルランド』は、ルネサンス期のイ
タリア詩の傑作として知られている。この二作品はともにシャルルマーニュの家臣たちの活躍を描
いた騎士物語のジャンルに属している。
　この授業では、両作品の冒頭の数歌を精読しながら、イタリア文学の伝統において重要な位置を
占めるこのジャンルの特色を検証する。

 [到達目標]
①イタリアの騎士物語の形式的特徴について理解を深める。
②ルネサンス期の詩文を正確に読解する力を身につける。

 [授業計画と内容]
　前期の授業では、ボイアルドの『恋するオルランド』を第1歌を精読しながら、騎士物語と8行詩
節の基本的な特徴を確認する。また適宜参考文献を紹介しながらこの作品の文体について理解を深
める。
　後期の授業では、アリオストの『狂えるオルランド』の冒頭部を精読しながらそのスタイルの特
徴を検証する。なおフィードバックについては授業中に指示する。

（前期）
第1回　はじめに
第2回～第14回　ボイアルドの騎士物語の読解と検証

（後期）
第1回　はじめに
第2回～第14回　アリオストの騎士物語の読解と検証

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読に基づく授業なので、予習が不可欠。毎回簡単な小テストを行って予習の精度を確
認する。

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



文献文化学系１７２
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana
 [授業の概要・目的]
Primo semestre: 
"Lingua italiana e dialetti in letteratura tra Sei e Settecento"

Secondo semestre: 
"Boccaccio, padre della poesia italiana"

 [到達目標]
Primo semestre: 
Il corso si propone di illustrare il rapporto tra lingua e dialetto in Italia nei secc. XVII-XVIII attraverso l’
analisi delle polemiche letterarie e delle opere più significative. 

Secondo semestre: 
In questo corso verrà affrontato il tema della poesia di Giovanni Boccaccio. 

 [授業計画と内容]
Primo semestre: 
Durante il corso si prenderanno in esame le dispute sei e settecentesche tra puristi e avversari dello “scriver
toscano” codificato nel Vocabolario della Crusca e le riflessioni di alcuni dei maggiori intellettuali dell’
epoca (Mascheroni, Baretti, Cesarotti, Cesari, Monti, etc.). Inoltre si analizzeranno le polemiche sorte intorno 
all’uso del dialetto, con particolare attenzione per la sua difesa in area lombarda ad opera dei più noti autori 
milanesi (Maggi, Parini, Balestrieri, Porta). 

Secondo semestre: 
Il corso si concentrerà su Boccaccio poeta, fornendo una panoramica della sua produzione in rima, 
abitualmente trascurata dalla critica in favore della prosa. Si approfondiranno vari aspetti della lirica 
(basandosi sulla recente edizione critica di Roberto Leporatti) e della narrativa in versi del certaldese,
dall’atteggiamento con cui egli si misura col modello dantesco (si instaurerà un confronto con l’amico
Petrarca) sino all’eredità lasciata ai rimatori del ‘secolo senza poesia’.

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano. 

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale per ogni semestre, che valuterà l’acquisizione degli 
argomenti svolti durante le lezioni, dei testi e dei saggi previsti, saranno verificate attraverso un esame orale 
in cui si misurerà la capacità di commentare e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo storico-
letterario a cui essi appartengono.

 [教科書]
Dispense consegnate settimanalmente in classe. 

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati.

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale. È prevista la partecipazione attiva degli studenti. Programma suscettibile di 
cambiamenti.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７３
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 水5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana
 [授業の概要・目的]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana attraverso lo studio dei grandi 
Classici.

 [到達目標]
La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona conoscenza degli autori e dei periodi della 
letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, critici necessari all’analisi e all’
interpretazione delle opere letterarie.
 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all’apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda 
metà del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell’analisi metrica, stilistica e retorica, le 
questioni storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni 
di introduzione alla storia della lingua italiana e all’analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana.
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti.

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione.
（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale, con lettura, analisi, commento dei testi, discussione ed elaborazione di ipotesi 
interpretative.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７４
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名

京都産業大学　　　
外国語学部准教授 内田　健一

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 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 「イタリア」をテーマとするイタリア近現代詩
 [授業の概要・目的]
イタリア文学はダンテ、ペトラルカ以来、「イタリア」を主要なテーマの一つとしてきた。本授業
では、イタリア文学全体における国家像を概観した後、近現代の詩に描き出される「イタリア」の
特徴を分析する。

 [到達目標]
イタリアの近現代詩を、歴史的背景に留意しながら、正確に読解できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　授業の概要の説明

第2回～第4回　イタリア文学全体における国家像
　ダンテ『神曲』とペトラルカ『カンツォニエーレ』が、それ以降のイタリア文学の国家像に与え
た影響を概観する。

第5回～第14回　近現代の詩に描き出される「イタリア」
　近現代を代表する3詩人の作品を、歴史的背景に留意しながら精読し、そこに描き出される「イ
タリア」の特徴を分析する。
　・国家統一運動とカルドゥッチ【3回】
　・社会主義とパスコリ【3回】
　・帝国主義とダンヌンツィオ【4回】

第15回　フィードバック
　期末レポートの講評と授業の総括

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する

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



文献文化学系１７５
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(演習)
Italian Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村瀬　有司

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 イタリア語の変遷
 [授業の概要・目的]
　昨年度にひきつづいて、F. Bruniの“L'italiano letterario nella storia”を精読する。今年度の前期は
教会、宮廷、学校などが書き言葉の普及に果たした役割を検証した第3章を、後期はフォーマルな
イタリア語と方言という両極の間にどのような中間項のイタリア語が存在するかを考察した第9章
を取り上げる。この二つの章を正確に読み解きながらイタリア語の歴史的な変遷を考察する。

 [到達目標]
①イタリア語史の理解を深める。
②イタリア語の論文・評論を正確に読み解く力を身につける。
 [授業計画と内容]
　（前期）
　上記の第3章“I serbatoi della lingua scritta e dell'italiano”を読む。
第1回　ガイダンス
第2回－第14回　毎回2ページのペースで読み進める。

（後期）
　第9章“La scala della scrittura:italiano semicolto, italiano regionale, italiano letterario”を精読する。
第1回－第14回　毎回2ページ強のペースで読み進める。

　なおフィードバックは、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]
小テスト・出席点をもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。毎回小テストを行って予習の精度
を確認する。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７６
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）
Italian Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 火3 授業

形態 講義 使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana 
 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di alcuni racconti 
brevi del secondo Novecento, scelti nelle prime lezioni in base al livello di competenza linguistica riscontrato.

 [到達目標]
Consentire allo studente di migliorare le proprie competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, 
sintassi, di ampliare il registro linguistico e perfezionare pronuncia e comprensione scritta.
 [授業計画と内容]
La lettura e l'analisi di racconti brevi di vari autori noti - Goffredo Parise, Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, 
Italo Calvino, Stefano Benni, etc.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali.

 [教科書]
Delle dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 平田　昌司

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 月5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 中国語学概説１
 [授業の概要・目的]
現代中国語について、総説・文字・音韻・語彙・文法の各方面にわたってとりあげ、中国語の教育
にたずさわる場合の基本知識を把握する。

 [到達目標]
・中国語はどのような特質をもつのか理解する。
・中国語の音韻・文字体系の特質について理解し、説明できるようになる。
・中国語の語構成について理解し、説明できるようになる。
・中国語の構文について理解し、説明できるようになる。
・中国語教育にあたる際、学習者にとって難度の高い項目はなにか、どのように説明すべきかを把
握する。

 [授業計画と内容]
・第１回：はじめに：Common European Framework of Reference for Languages(CEF)と「外国語学習
のめやす2012(中国語)」について
・第２回：普通話と方言１
・第３回：普通話と方言２
・第４回：中国語の文字と表記１
・第５回：中国語の文字と表記２
・第６回：中国語の語構成１
・第７回：中国語の語構成２
・第８回：中国語の構文１
・第９回：中国語の構文２
・第10回：中国語の構文３
・第11回：中国語の構文４
・第12回：中国語の構文５
・第13回：中国語の構文６
・第14回：中国語の構文７
・第15回：中国語はどのような言語か

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（60％）及び試験（40％）。平常点には、毎回の課題にもとづいて提出を求めるレポートの
完成度、理解を問う小テストに対する評価を含む。

 [教科書]
プリントを使用する。

系共通科目(中国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国語学)(講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
『外国語学習のめやす2012』（TJF）（http://www.tjf.or.jp/pdf/meyasu_web.pdf）
三宅登之『中級中国語　読みとく文法』（白帝社）ISBN:978-4560085875
朱徳煕『文法講義―朱徳煕教授の中国語文法要説』（白帝社）ISBN:978-4891742676

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献に関しては、あらかじめ読んで理解したうえで出席すること。

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



文献文化学系１７８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 平田　昌司

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 月5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 中国語学概説２
 [授業の概要・目的]
前期に学んだ中国語学概説１が主として現代中国語を対象としたのを受けて、歴史的な理解を深め、
中国語の特質について学習者に対して一層深い説明が行えることをめざす。

 [到達目標]
・古代から現代に至る文字史について学び、概要を説明できるようになる。
・中古中国語から現代中国語に至る音韻の変遷を説明できるようになる。
・中古中国語から現代中国語に至る語彙・文法の変遷を説明できるようになる。
・上古中国語について概要を説明できるようになる。
・中国語の歴史的変遷に関する知識を踏まえて、現代中国語の成り立ちを学習者に説明できるよう
になる。

 [授業計画と内容]
・第１回：はじめに：文献解説
・第２回：中国語の話しことばと書きことば、現代中国語と古典中国語
・第３回：中国語の文字史１
・第４回：中国語の文字史２
・第５回：中国語の音韻史：中古から現代へ１
・第６回：中国語の音韻史：中古から現代へ２
・第７回：中国語の音韻史：中古から現代へ３
・第８回：中国語の音韻史：中古から現代へ４
・第９回：中国語の語彙史と文法史１
・第10回：中国語の語彙史と文法史２
・第11回：中国語の語彙史と文法史３
・第12回：中国語の語彙史と文法史４
・第13回：上古中国語について１
・第14回：上古中国語について２
・第15回：総括

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（60％）及び試験（40％）。平常点には、毎回の課題にもとづいて提出を求めるレポートの
完成度、理解を問う小テストに対する評価を含む。

系共通科目(中国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国語学)(講義)(2)

 [教科書]
プリントを使用する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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



文献文化学系１７９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 緑川　英樹

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 中国文学概論（散文）
 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、中国古典文学の代表的な作品・作家について、特に散文と小説を中心に包括的な
知識を身につけることにある。国語科教職科目でもあるため、高校の「漢文」教科書に収録されて
いる作品を多くあつかうが、むしろそれを「外国語文学」もしくは「世界文学」として相対化する
視点を導入して考察を深めたい。

 [到達目標]
散文を主とした中国の古典文学に関する基本事項を理解したうえで、関連する研究成果を読み込み、
課題（レポート）に対して自主的にとりくむ能力を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。
第1回　「中国文学史」とは何か
第2回　文学作品としての『史記』（1）「鴻門の会」
第3回　文学作品としての『史記』（2）「垓下歌」と「大風歌」
第4回　辞賦と駢文
第5回　古文の提唱と実践（1）韓愈
第6回　古文の提唱と実践（2）柳宗元
第7回　中国の「小説」とその起源
第8回　六朝志怪（1）『捜神記』
第9回　六朝志怪（2）仏教・道教系説話
第10回『世説新語』のレトリック
第11回　唐代伝奇（1）志怪から伝奇へ
第12回　唐代伝奇（2）才子佳人の恋物語
第13回　唐代伝奇（3）「人虎伝」と「山月記」
第14回　「三国志」物語の展開
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

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

系共通科目(中国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国文学)(講義)(2)

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
吉川幸次郎『漢文の話』（ちくま学芸文庫、2006年）ISBN:4-480-09027-4
小松謙『「現実」の浮上　「せりふ」と「描写」の中国文学史』（汲古書院、2007年）ISBN:978-
4-7629-2800-0
陳平原『中国散文小説史』（上海人民出版社、2004年）ISBN:7-208-05300-6

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

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



文献文化学系１８０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 緑川　英樹

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 中国文学概論（韻文）
 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、中国文学の代表的な作品・作家について、特に唐代の韻文作品を中心に包括的な
知識を身につけることにある。国語科教職科目でもあるため、高校の「漢文」教科書に収録されて
いる作品を多くあつかうが、むしろそれを「外国語文学」もしくは「世界文学」として相対化する
視点を導入して考察を深めたい。

 [到達目標]
韻文を主とした中国古典文学に関する基本事項を理解したうえで、関連する文献を読みこみ、課題
（レポート）に対して自主的にとりくむ能力を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。
第1回　中国最古の歌謡集『詩経』
第2回　悲劇の英雄屈原と『楚辞』
第3回　五言詩の成立
第4回　曹氏父子と建安の文学
第5回　「古今隠逸詩人の宗」陶淵明
第6回　『文選』と『玉台新詠』
第7回　唐詩の基礎知識（1）韻律のルール
第8回　唐詩の基礎知識（2）代表的な選集
第9回　園林空間と王維
第10回　「謫仙人」李白の想像力
第11回　「詩聖」杜甫の革新性
第12回　辺塞詩と閨怨詩
第13回　中唐の流行詩人白居易（1）新楽府
第14回　中唐の流行詩人白居易（2）長恨歌
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

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

系共通科目(中国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国文学)(講義)(2)

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
小川環樹『唐詩概説』（岩波文庫、2005年）ISBN:4-00-381091-0
川合康三『新編中国名詩選（全三冊）』（岩波文庫、2015年）ISBN:978-4-00-370001-3
齋藤希史『漢詩の扉』（角川選書、2013年）ISBN:978-4-04-703534-8

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

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



文献文化学系１８１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 木津　祐子

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 水5 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 同時代中国文学作品選読
 [授業の概要・目的]
現代中国の随筆や小説、論説文などを読み、現代中国語で書かれた文学作品を理解し、正確に文法
を分析できるだけの語学力及び文章鑑賞能力を身につける。

 [到達目標]
現代中国語の随筆や小説、さらに論説文などを正確に理解でき、構文を把握するための基礎力を獲
得すること。テーマは広い範囲から選択し、内容から現代中国の諸相を理解し、文学的表現の鑑賞
能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回：授業方針の概要説明、受講予定者数の確認。以下、作品から指定した部分を読む。あわせ
て、適宜、中国語の構文分析の宿題を課す。
第２回：朱自清の随筆を読む
第３回：朱自清の随筆の構文上の特徴
第４回：朱次清の随筆について討論
第５回：巴金の小説を読む
第６回：巴金の小説の構文上の特徴
第７回：巴金の小説について討論
第８回：呂叔湘の論説文を読む
第９回：呂叔湘の論説文について討論
第１０回：呂叔湘の論説文に関連する論文を読む
第１１回：中国語の文法について討論
第１２回：莫言の小説を読む
第１３回：莫言の小説が扱う現代社会を考える
第１４回：莫言の小説について討論
第１５回：中国現代文について総括討論

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（担当以外の発言、中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

 [教科書]
主としてプリントを使用する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 木津　祐子

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 水5 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 中国白話文入門
 [授業の概要・目的]
中国白話文を読む。白話文は文言とは異なり、現代中国語に直接つながる淵源として位置づけられ
る。この授業では、歴代の白話文を素材とし、新しい時代から古い時代に遡る形で、その発展の歴
史を理解することを目指す。最古層の白話文は、文言との共通点も多く、また韻文や詩などの知識
が必要となることも多い。これらを読むことにより、古代中国人の生活や価値観が現代にどのよう
に繋がっているかについても考察する。

 [到達目標]
中国白話文の成り立ちを理解したうえで、文の構造と語法を踏まえて、正確な意味解釈ができるよ
うになること。また、歴代主要な白話文から、古代人の生活や価値観が反映されるものを選び、丁
寧に読むことを通して、古代人の生活や価値観の表現手法についても学ぶ。

 [授業計画と内容]
以下の課題についてあつかう。現代中国語による注釈・解説の読解を含む。
第1回：基礎的な用語・概念の解説、主要な工具書の解説。
第2回：儒林外史の構造把握
第3回：儒林外史の読解（原文）
第4回：儒林外史の読解（批評を踏まえて）
第5回：儒林外史について討論
第6回：水滸伝の構造把握
第7回：水滸伝の読解（原文）
第8回：水滸伝の読解（批評を踏まえて）
第9回：水滸伝について討論
第10回：禅語録の構造把握
第11回：禅語録の読解
第12回：禅語録の読解と討論
第13回：敦煌変文と詩文について
第14回：敦煌変文を読む
第15回：白話文について総合討論

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点および予習・課題提出（中国語の発音評価を含む）の状況70％、定期試験30％。

 [教科書]
授業中に指示する

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
この授業は、原則として中国白話文を中国語として読むことをめざす。漢和辞典をほとんど利用し
た経験のない学生には、『新字源』（角川書店）もしくは『全訳漢辞海』（三省堂）を持つことを
推奨する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定した文について、中国語の発音、語彙の古典としての意味・現代語としての意味双方を
調べたうえで、自力で読解し、問題点をあきらかにしたうえで出席すること。また、原文を正確な
発音で読めるように練習しておくこと。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 王　周明

配当
学年  3回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 実習 使用
言語 日本語

題目 中文口語１
 [授業の概要・目的]
本課程為文學部本科生高級漢語口語練習課，課堂上全部使用漢語。要求学生們做好充分預習，上課
時積極參與解讀和討論，在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達方式，提高口頭交
際能力。希望学生們通過一年的學習，達到能通過新ＨＳＫ（漢語水平考試）５級的水平。【請注意
：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
掌握得體的口語表達方式，提高口頭交際能力。

 [授業計画と内容]
基本上平均兩到三週為一單元，圍繞一個主題，互問互答，各抒己見。
根據授課的實際情況，内容和進度有可能進行適當調整。

1 導論
2　自我介紹（一）　　基本形式
3　日本見聞（一）　　歴史
4　日本見聞（二）　　當代社会
5　日本見聞（三）　　當代文化
6　隨筆（一）　　自然
7　随筆（二）　　人文
8　中間テスト＆講評
9　中国見聞（一）　　歴史
10　中国見聞（二）　　當代社会
11　中国見聞（三）　　當代文化
12　語学随筆（一）　　漢語学習
13　語学随筆（二）　　語言問題
14　文学随筆（一）　　中国文人
15　文学随筆（二）　　文学問題

 [履修要件]
出席本課程的學生必須受過兩年以上的正規漢語訓練。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）および中間試験＋期末試験（60％）

中国語学中国文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(外国語実習)(2)

 [教科書]
上課時印發教材。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（その他（オフィスアワー等））
文学部３～４回生のみ対象とする。中国語学中国文学専修の学生を優先し、受講者数の上限は８名。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８４
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 王　周明

配当
学年  3回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態 実習 使用
言語 日本語

題目 中文口語２
 [授業の概要・目的]
本課程為文學部本科生高級漢語口語練習課，課堂上全部使用漢語。要求学生們做好充分預習，上課
時積極參與解讀和討論，在多種多樣的實際語言情景中練習和掌握得體的口語表達方式，提高口頭交
際能力。希望学生們通過一年的學習，達到能通過新ＨＳＫ（漢語水平考試）５級的水平。【請注意
：由於KULASIS系統不接受中文簡體，課程説明暫用日文漢字。上課使用中文簡體字。】

 [到達目標]
掌握得體的口語表達方式，提高口頭交際能力。

 [授業計画と内容]
基本上平均兩到三週為一單元，圍繞一個主題，互問互答，各抒己見。
根據授課的實際情況，内容和進度有可能進行適當調整。

1 導論
2　自我介紹（二）　　提高形式
3　日本見聞（四）　　歴史
4　日本見聞（五）　　當代社会
5　日本見聞（六）　　當代文化
6　隨筆（三）　　自然
7　随筆（四）　　人文
8　中間テスト＆講評
9　中国見聞（四）　　歴史
10　中国見聞（五）　　當代社会
11　中国見聞（六）　　當代文化
12　語学随筆（三）　　漢語学習
13　語学随筆（四）　　語言問題
14　文学随筆（三）　　中国文人
15　文学随筆（四）　　文学問題

 [履修要件]
出席本課程的學生必須受過兩年以上的正規漢語訓練。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（40％）および中間試験＋期末試験（60％）

中国語学中国文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(外国語実習)(2)

 [教科書]
上課時印發教材。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

（その他（オフィスアワー等））
文学部３～４回生のみ対象とする。中国語学中国文学専修の学生を優先し、受講者数の上限は８名。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８５
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宇佐美　文理

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
中国哲学における「気」、「性」、「道」、「理」などの基本的諸概念の持つ意味を理解すること
により、中国文化に対する考察のみならず、人類の文化全体を考えるときの基礎的な知識を身につ
ける。

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験による（100パーセント）

系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

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



文献文化学系１８６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宇佐美　文理

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 中国哲学史講義（Ⅱ）
 [授業の概要・目的]
中国の目録学について概要を示すことからはじめて、中国哲学史上の重要な書物について、経部と
子部の書物を中心にそれぞれの内容について解説し、その書物が学問全体においてもつ位置につい
ての知識を深める。

 [到達目標]
中国の目録学についての基本的な知識を修得し、目録学が持つ意味を理解するとともに、中国の経
部書（儒教の経書に関わる書物群）、子部書（諸子百家と、いわゆる技術書とされるもの）といっ
た、中国哲学が主に扱う分野の書物について、それぞれの書物がどういう経緯で作られ、いったい
何が書かれているか、さらには、学術全体の中でその書物がどのような位置にあるのかなどを知り、
中国学を学ぶ上で基礎的な知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
１．目録と学問について
２．目録の歴史　一　焚書と『漢書藝文志』
３．目録の歴史　二　六朝期の目録と　『隋書經籍志』
４．目録の歴史　三　唐代から『四庫全書総目提要』へ
５．子部書の分類について
６．子部書の概観　一　諸子百家
７．子部書の概観　二　技術書
８．子部書の概観　三　類書
９．易
１０．書
１１．詩
１２．礼
１３．春秋
１４．四書、小学書
定期試験
フィードバック（詳細は授業時に解説する）

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（100パーセント）

 [教科書]
使用しない

系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

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



文献文化学系１８７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 池田　恭哉

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 火2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 『文選』の文章を読む
 [授業の概要・目的]
漢文を読むための基礎的な知識を習得し、それらを活用して実際の漢文を読み、その読解力を身に
つけることを目的とする。最初は漢文とその読み方について概説をし、またテキストとなる『文選』
について紹介する。その上で、実際の『文選』収録の文章を選読する。なおその際、『文選』に附
された李善による注釈もあわせて読む。

 [到達目標]
目標は下記の三点である。
１、漢文を読むための基礎的な知識を習得する。
２、漢文読解における注釈の意義を理解できる。
３、注釈を活用しつつ、自ら出典を調べ、漢文を正確に読める。

 [授業計画と内容]
最初のうちは講義形式で進め、時にその内容の定着を見る問いを発し、それに答えてもらう。
『文選』を読む段階に入ってからは、毎回の担当者を決め、訳注稿を作成してきてもらい、それに
ついて出席者全員で討議する形式をとる。
１ガイダンス
２漢文の読み方：直読、訓読、現代語訳
３漢文の読み方：典故について
４漢文の読み方：注釈について
５漢文の読み方：注疏について
６漢文の読み方：対句、文体について
７『文選』について：成立と受容
８『文選』について：李善注と五臣注
９枚乗「七発」その１
10枚乗「七発」その２
11枚乗「七発」その３
12枚乗「七発」その４
13枚乗「七発」その５
14枚乗「七発」その６
15枚乗「七発」その７
16曹植「七啓」その１
17曹植「七啓」その２
18曹植「七啓」その３
19曹植「七啓」その４
20曹植「七啓」その５
21曹植「七啓」その６
22曹植「七啓」その７
23漢武帝「賢良詔」
24任昉「宣徳皇后令」その１

中国哲学史(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(講読)(2)

25任昉「宣徳皇后令」その２
26傅亮「為宋公修張良廟教」
27王融「永明九年策秀才文」その１
28王融「永明九年策秀才文」その２
29王融「永明九年策秀才文」その３
30王融「永明九年策秀才文」その４
※フィードバックの方法は授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（教員の発問に対する積極的な回答、訳注稿に基づく発表、その修正稿の提出、自身
の予習に基づく討議への参加などを総合的に判断する）。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
基本的には学生が主役であるため、自身の意見を言うためには、相当な予習が必要である。また作
成した訳注稿は、後日修正稿を提出してもらう。

（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。



文献文化学系１８８
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授人文科学研究所 藤井　正人

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月3 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　古代インドの歴史と言語
第2回　ヴェーダとはどのような文献か
第3回　リグ・ヴェーダについて
第4回　リグ・ヴェーダを読む (1)
第5回　リグ・ヴェーダを読む (2)
第6回　ヤジュル・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ
第7回　ヴェーダ祭式 (1)
第8回　ヴェーダ祭式 (2)
第9回　ブラーフマナ文献
第10回　ヴェーダ祭式の思想性
第11回　輪廻思想の成立
第12回　初期ウパニシャッド
第13回　中期ウパニシャッド
第14回　ダルマ・スートラからダルマ・シャーストラへ
第15回　総括
定期試験

 [履修要件]
特になし

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

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



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８９
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 横地　優子

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3 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　サンスクリット文献全般と授業で扱う分野の概説
第2回　2大叙事詩の内容と特徴
第3回　2大叙事詩の成立過程
第4回　ダルマと人生の四大目的（法、実利、愛、解脱）
第5回　法典文献と政治学文献
第6回　ヒンドゥー教の形成：一神教信仰の成立とヒンドゥー神話
第7回　古伝承文献（プラーナ）の内容概観・形成史
第8回　プラーナの世界観・時間観
第9回　インドにおける説話：動物寓話と大説話
第10回　サンスクリット美文学（カーヴィヤ）のジャンル・内容概観
第11回　サンスクリット詩の諸特徴
第12回　演劇と美的体験の理論
第13回　サンスクリット詩学の発展とその諸文献
第14回　カーヴィヤの形成期から成熟期、代表的作品
第15回　定期試験
第16回　フィードバック（方法は授業中に指示する）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に課す簡単なレポートを考慮に入れた平常点（50％）、定期試験（50％）により評価する。

 [教科書]
教科書は特に使用しない。参照すべき資料は、授業内容に合わせて適宜紹介、配布される。叙事詩
とカーヴィヤについては、世界歴史大系「南アジア史１：先史・古代」（山崎元一・小西正捷編）
山川出版社（2007年）の「第9章：文学史の流れ」を主たる教材とする。

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



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
各ジャンルごとの参考文献リストを授業中に配布するか、KULASISにアップロードする。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ない。授業中に配布する資料などを使って、講義内容の復習をすることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶためには、サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）、インド
哲学史（前期と後期）も合わせて受講することが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９０
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 VASUDEVA，Somdev

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態 講義 使用
言語 日本語及び英語

題目  History of Indian Philosophy A
 [授業の概要・目的]
This class aims to give an overview of the most influential traditions of Indian philosophical thought and to 
present brief summaries of the main doctrines as presented in original sources. We will study the historical 
development and the main debates that shaped these traditions.

 [到達目標]
This course will:
1) Introduce students to the principal traditions and systems of Indian philosophical thought.
2) Familiarize students with the historical development of these traditions.
3) Familiarize students with the main doctrines and positions upheld by each of these traditions.
4) Familiarize students with the most important intra-system debates that shaped the development of these 
traditions.
5) Help students relate the main concepts and methods of Indian philosophical thought to comparable ideas in 
other philosophical traditions. 

 [授業計画と内容]
Week 1. Introduction. Is philosophy the same as tradition, darsana or tarka? How do we study it? Can we 
compare it to other traditions?

Week 2. The Vedas and Upanishads as the source. The argument of infallible tradition. The counter-argument 
of omniscient founders.

Week 3. The grammarians and the language of philosophy. The style and content of Patanjali's Great 
Commentary. The Vakyapadiya and linguistic monism.

Week 4. Abhidharma and the conceptual vocabulary of Buddhist thought. 

Week 5. Yogachara idealism. Phenomenological and ontological emptiness. 

Week 6. Nyaya. Knowledge and realism. Liberation through knowledge.

Week 7. Vaisesika categorization. Prasastapada. 

Week 8. Samkhya dualism. The Samkhyakarika and the Yuktidipika.

Week 9. Yoga analysis of mental processes. The Yogasutra and its commentaries.

Week 10. Mimamsa hermeneutics. Kumarila and Prabhakara.

Week 11. Advaita Vedanta. Shankara and his followers

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

Week 12. Visistadvaita and Dvaita Vedanta. Theistic interpretations. Ramanujan and Madhva.

Week 13. Shaiva Siddhanta and Isvarapratyabhijna. Shaiva dualism and non-dualism

Week 14. Navya Nyaya. The Tattvacintamani and its influence on all schools of thought.

Week 15. Review.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class work 60%. Final paper to be submitted in week 15: 40%.

 [教科書]
Materials distributed in class. 

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
Details provided in class.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation consists of reading short articles and text passages in advance for the next week.

（その他（オフィスアワー等））
It is desirable to continue with Indian Philosophy B in the next semester to study the content of the Indian 
Philosophical traditions in relation to specific themes, especially ontology and epistemology.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９１
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 VASUDEVA，Somdev

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態 講義 使用
言語 日本語及び英語

題目  History of Indian Philosophy B
 [授業の概要・目的]
This class aims to give an overview of the most influential themes and problems debated in the Indian 
philosophical traditions as presented in original sources. We will study the historical development and the 
main debates that shaped these traditions. 

 [到達目標]
This course will: 
1) Introduce students to the principal themes and problems discussed in Indian philosophical thought. 
2) Familiarize students with the historical development of these themes. 
3) Familiarize students with the main arguments and positions upheld by competing traditions. 
4) Familiarize students with the most important intra-system debates that shaped the development of these 
traditions.
5) Help students relate the main concepts and methods of Indian philosophical thought to comparable ideas in 
other philosophical traditions.

 [授業計画と内容]
Week 1. Introduction. Metaphysics, Ontology, Epistemology and Cosmology.

Week 2. Pramana Epistemology. What is an instrument of knowing? How many instruments are there? 

Week 3. Perception

Week 4. Error and Doubt. What is error? How many types of doubt are there?

Week 5. Inference. How can vyapti be established? 

Week 6. Verbal cognition. The relationship between word and meaning. What is a referent?

Week 7. Analogy. Is analogy reliable?

Week 8. Other means of knowledge.

Week 9. Competing ontologies. Elements, categories, or phenomena? Substances, qualities and relations.

Week 10. Theories of Causation.

Week 11.  Transformation and evolution.

Week 11. Agency and action.

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

Week 12. The nature and qualities of the self.

Week 13. Non-existence.

Week 14. Theories of Time.

Week 15. Review.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class work 60%. Final paper to be submitted in week 15: 40%.

 [教科書]
Details provided in class. 

 [参考書等]
（参考書）

Details provided in class. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation consists of reading short articles and text passages in advance for the next week. 

（その他（オフィスアワー等））
It is desirable to continue with Indian Philosophy B in the next semester to study the content of the Indian 
Philosophical traditions in relation to specific themes, especially ontology and epistemology.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９２
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

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 講義 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1回　序論：仏教と仏教学
第2回　仏教誕生の背景
第3回　仏陀の生涯
第4回　初期仏教：基本的な教説
第5回　初期仏教：教説の特徴
第6回　初期仏教：教団の発展
第7回　部派仏教：アショーカ王と教団の分裂
第8回　部派仏教：阿含（アーガマ）と論（アビダルマ）
第9回　説一切有部の思想：概説
第10回　説一切有部の思想：その世界観
第11回　説一切有部の思想：五位七十五法の成立
第12回　説一切有部の思想：五位七十五法
第13回　説一切有部の思想：因果説と縁起解釈
第14回　説一切有部の思想：実践と聖者の階位

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特にないが、後期の仏教学講義をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教の思想の流れと、個々の思
想に対する理解にしたがって評価する。

系共通科目(仏教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(仏教学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１９３
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 宮崎　泉

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 講義 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1回　経量部の思想：概説
第2回　経量部の思想：三世実有説批判と五位七十五法の整理
第3回　大乗運動と大乗経典：概説
第4回　大乗運動と大乗経典：空性と慈悲
第5回　中観学派の思想：概説
第6回　中観学派の思想：『中論』に説かれる縁起と空
第7回　唯識学派の思想：概説とアーラヤ識
第8回　唯識学派の思想：三性説と空性理解
第9回　仏教論理学派
第10回　中期中観派
第11回　後期インド仏教と密教
第12回　前伝期のチベット仏教
第13回　後伝期の仏教諸派の思想１（カダム派、サキャ派、カギュ派）
第14回　後伝期の仏教諸派の思想2（ニンマ派、ジョナン派、ゲルク派）、宗派折衷運動、ボン教
の歴史と思想

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特にないが、後期の授業は前期の内容を引き継ぐものなので、前期の仏教学講義を受講しているこ
とが望ましい。

系共通科目(仏教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(仏教学)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教とチベット仏教の思想の流
れと、個々の思想に対する理解にしたがって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１９４
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古典学)(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 オウィディウス『変身物語』を読む
 [授業の概要・目的]
オウィディウスの神話叙事詩『変身物語』を日本語訳で読み、物語構成の変化の妙、繊細な人物造
形、それらの表現を支える巧みなウィットとユーモアを味わい、楽しむ。

 [到達目標]
古典文学伝統の受容と継承についての感性を磨く。
メタ物語伝承的な語りの構造と表現に慣れ親しむ。

 [授業計画と内容]
『変身物語』はギリシア・ローマの神話伝承に取材した大小250あまりの物語が切れ目なく連なっ
て、形式上は叙事詩の体裁を取る。しかし、そこには叙事詩の本質的な要素である統一的主題が見
当たらない。詩人の執筆意図は物語が関わるあらゆるレベルで「変身」もしくは「変容」を表現す
ることにある。本講義はその仕掛けと効果について紹介し、ともに鑑賞する。

第1回　イントロダクション：詩作意図とジャンル
第2回 - 第14回　大洪水と新たな人間の誕生、パエトーンの暴走、ナルキッソスとエーコー、ミニ
ュアスの娘らの物語、ムーサとピーエロスの娘らの歌競べ、ミネルウァとアラクネーの機織り競べ、
ケパロスとプロクリスの物語、アケローオスのもてなしと物語、オルペウスとエウリュディケー、
「噂」とトロイア戦争、オデュッセウスとアイアースの論戦といったエピソードを順次取り上げ、
味読する。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート：70％
平常点：30％

 [教科書]
プリントを配布する。

系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１９５
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古典学)(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 CIESKO，Martin

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金5 授業

形態 講義 使用
言語 英語

題目  Reading Greek Myths
 [授業の概要・目的]
You will become acquainted with the most memorable, enjoyable or disturbing myths of ancient Greece. We 
will read a few pieces, watch theatrical plays and discuss the Greeks' world outlook, attitudes to gods, life 
around them, ethical norms and taboos, as seen through their myths.

 [到達目標]
The goal is to introduce the best and most thought-provoking Greek myths and to see how Greeks viewed life,
 heroism, fate and their place in the world. Who were their gods, how did they behave, and did this 
civilization's ethical norms and taboos come to be shaped? We will also touch upon the afterlife of Greek 
myths in modern literature and philosophy.
 [授業計画と内容]
The course will be conducted in English.
1. Introduction to Greek myths.
2-15 We will discuss Greek cosmogony, myths of transgression, succession, thought-provoking myths 
touching upon love, gods' power, man's place in the world, myths of the Underworld, etc. 
Some of the myths will be read in class, some watched on screen.

 [履修要件]
Ability to understand spoken English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Read a few excerpts in Japanese or in translation.
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９６
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

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

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

 [授業計画と内容]
第1回：はじめに

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

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

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

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

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

第14回：農奴解放令以後の文学と社会状況

第15回：まとめ

授業の進度が予定と若干ずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９７
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中村　唯史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

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

 [到達目標]
1）20世紀ロシア（ソ連）の文学・思想・映画・絵画についての知識と理解を深める。
2）芸術作品や文化現象を分析・考察するための枠組みと方法を身に付ける。

 [授業計画と内容]
第1回：はじめに

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

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

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

第14回：ソ連崩壊後の文化状況（ペレーヴィン、ソローキン、ウリツカヤほか）

第15回：まとめ

授業の進度が予定と若干ずれる可能性があります。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
（参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。
後期からの履修も認めます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９８
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ロシア語学の基礎
 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸事項につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
第１週：ロシア語学の基本的な諸概念（１）
第２週：ロシア語学の基本的な諸概念（２）
第３週：ロシア語の統語論（１）
第４週：ロシア語の統語論（２）
第５週：ロシア語の形態論（１）
第６週：ロシア語の形態論（２）
第７週：ロシア語の音論
第８週：ロシア語の語彙論
第９週：ロシア語の諸方言の基礎
第10週：ロシア語史の基礎
第11週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（１）
第12週：ロシア語学の視点からの文学作品研究（２）
第13週：ロシア語学と翻訳
第14週：総括
＊フィードバックについては授業中に指示します。

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式も一部で取り入れたい。受
講生諸君に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決め
ようと考えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（週に２回の授業で少なくとも２セメスターは履修済みのレベル
で）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９９
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)
Slavic Languages and Literatures (Special Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  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 ロシア語学の諸問題
 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
　動詞のアスペクト、名詞・形容詞の格、コピュラを含む構文といったテーマを中心に、取り組む
予定である。

第１回　イントロダクション。
第２回　イントロダクション。承前
第３回　古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題１
第４回　古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題２
第５回　借用語である動詞と両体動詞との関係の問題１
第６回　借用語である動詞と両体動詞との関係の問題２
第７回　否定とアスペクトとの問題１
第８回　否定とアスペクトとの問題２
第９回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題１
第10回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題２
第11回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題３
第12回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題１
第13回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題２
第14回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題３

　＊フィードバックについては授業中に指示します。

　
　導入的な講義（２回分）の後に、各項目につき、２回ないし３回の講義で扱ってゆく予定である
が、その際に、格とアスペクトとの関係、近隣のスラヴ諸語との対照といった点にも目配りをして
ゆきたい。

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式で進めてゆく。受講生諸君
に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決めようと考
えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（週に２回の授業で４セメスターは履修済みのレベルで）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２００
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ロシア語講読の基本
 [授業の概要・目的]
　名詞・形容詞はもとより、人称代名詞の格変化、さらに、関係代名詞の用法、分詞の用法などに
目配りしつつ、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。
 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での基本的な文法や構文を身につける。
 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。
第２回　イントロダクション。承前
第３回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。１
第４回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。２
第５回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。３
第６回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。４
第７回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。１
第８回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。２
第９回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。３
第10回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。４
第11回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。１
第12回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。２
第13回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。３
第14回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。４

　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　初級は履修済みであることが望ましい。
 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。
 [教科書]
　プリントなど。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０１
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(講読)
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 服部　文昭

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ロシア語の講読（実践編）
 [授業の概要・目的]
　関係代名詞の用法、分詞の用法などに目配りしつつ、さらに、動詞の完了体、不完了体の用法な
どにも注意して、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。

 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での重要な文法事項や構文を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。
第２回　イントロダクション。承前。
第３回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。１
第４回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。２
第５回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。３
第６回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。４
第７回　チェーホフの短編などを読む。１
第８回　チェーホフの短編などを読む。２
第９回　チェーホフの短編などを読む。３
第10回　チェーホフの短編などを読む。４
第11回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。１
第12回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。２
第13回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。３
第14回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。４

　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　初級は履修済みが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
使用しない
　プリントなど。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

スラブ語学スラブ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。

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



文献文化学系２０２
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Svetlana，Vinogradova

配当
学年  3回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木3 授業

形態 実習 使用
言語 ロシア語

題目 ロシア語実習
 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指します。基本的な日
常表現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようにな
ることを目標とします。

 [到達目標]
1)ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2)基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3)日常的な対話の場面でのコミュニ
ケーション能力を身につける。4)日常生活に必要な書かれた文章をすばやく理解し、自分でも作成
する能力を身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことを、ロシア語を母語とする教員との対話によってひとつひとつ確認し、確
実にロシア語の力を身につけていくことを目指します。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設
定し、それによって授業を進めます。それぞれのテーマはロシアにおける実際の生活の場を想定し
たテクストとそれを発展させる対話、さらに練習問題からなります。一定のテーマによって文章を
書く訓練も行います。

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につけます。
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につけます。
第5回～第14回　日常の生活におけるコミュニケーション能力を身につけます。日常の生活を題材
とする書かれたテクストを読んで理解し、また自分でそのような文章を書く訓練をします。その際、
テクストの内容について質疑応答をし、またテクストの内容を要約するといった訓練を通して、ロ
シア語の力を確実に身につけることを目指します。
第15回　試験。
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加状況20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [参考書等]
（参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用います。

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

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



文献文化学系２０３
授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Svetlana，Vinogradova

配当
学年  3回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木3 授業

形態 実習 使用
言語 ロシア語

題目 ロシア語実習
 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指します。基本的な日
常表現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようにな
ることを目標とします。

 [到達目標]
1)ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2)基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3)知的な対話の場面でのコミュニケ
ーション能力を身につける。4)複雑な、また知的な内容の文章を理解し、自分でも作成する能力を
身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことを、ロシア語を母語とする教員との対話によってひとつひとつ確認し、確
実にロシア語の力を身につけていくことを目指します。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設
定し、それによって授業を進めます。教材とするテクストは、それぞれの学生が興味を持つ分野を
考慮にいれ、たとえば文学作品、文化に関するもの、ロシアの歴史に関するものといった形で選び
ます。日常的会話の場面だけでなく、知的な対話の場面を想定した訓練や一定のテーマによって文
章を書く訓練も行います。

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につける。
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につける。
第5回～第14回　学術的・知的な対話の場面でのコミュニケーション能力を身につけます。知的な
内容の書かれたテクストを材料に、それを自由に理解し、また自分でそのような文章を書く訓練を
します。その際、テクストの内容について質疑応答をし、テクストの内容を要約する、といった訓
練を通して、ロシア語の力を確実に身につけることを目指します。また文法の知識を復習し、複雑
な構文を実際に使いこなせるように身につけます。
第15回　試験。
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。前期の授業から継続して出席することが望まし
いが、絶対的条件とはしません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加状況20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [参考書等]
（参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用います。

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

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



文献文化学系２０４
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英語学)(講義A)
English Language (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 英語史A
 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の発達過程を包括的に
学びます。また、古英語・中英語のいくつかの文献を講読し、過去の英語を具体的に体験しながら、
現代英語との比較を行います。

 [到達目標]
　英語の史的変化への一般的な理解を深め、時代の異なる英語を、翻訳等の助けを借りながら読む
力を身につけることを目標とします。

 [授業計画と内容]
　英語史についての基本的な知識を学ぶために『ベーシック英語史』を読み、配布資料等により古
英語・中英語の講読も行います。『ベーシック英語史』については原則として講義形式で進め、古
英語・中英語の講読については、受講者にも参加を求めることがあります。また、必要に応じて論
文等の教材を追加することがあります。
　なお『ベーシック英語史』は、主にその前半を扱います。

第1回　授業についての説明ほか
第2回　インド・ヨーロッパ語としての英語
第3回　英語の外面史と内面史（導入）
第4回　借用語（ラテン語を中心に）
第5回　借用語（スカンディナヴィア語を中心に）
第6回　借用語（フランス語を中心に）
第7回　語形成
第8回　意味の変化
第9回　ルーン文字とアルファベット、および綴り字
第10回　発音の変化
第11回　人称代名詞の形態全般
第12回　人称代名詞の数と格
第13回　指示代名詞の変化
第14回　関係代名詞の変化
第15回　総括

　授業は上記のように各回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、授業の最初または終わり
に、古英語・中英語の講読の時間を取ります。また、授業の進行状況により、予定が多少変更にな
ることがあります。

系共通科目(英語学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義A)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（30%）およびレポート（70%）によって評価を行います。

 [教科書]
家入葉子『ベーシック英語史』（ひつじ書房）

 [参考書等]
（参考書）
堀田隆一『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）
寺澤盾『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにも参考情報あります。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された教科書に目を通しておいてください。古英語・中英語の講読については、事前に予習
をしてから授業に参加してください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０５
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英語学)(講義B)
English Language (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 英語史B
 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の発達過程を包括的に
学びます。また、古英語・中英語のいくつかの文献を講読し、過去の英語を具体的に体験しながら、
現代英語との比較を行います。

 [到達目標]
　英語の史的変化への一般的な理解を深め、時代の異なる英語を、翻訳等の助けを借りながら読む
力を身につけることを目標とします。

 [授業計画と内容]
　英語史についての基本的な知識を学ぶために『ベーシック英語史』を読み、配布資料等により古
英語・中英語の講読も行います。『ベーシック英語史』については原則として講義形式で進め、古
英語・中英語の講読については、受講者にも参加を求めることがあります。また、必要に応じて論
文等の教材を追加することがあります。
　なお『ベーシック英語史』は、主にその後半を扱います。

第1回　授業についての説明ほか
第2回　語形変化の実際
第3回　語順の確立と前置詞の使用の拡大
第4回　主節と従属節の関係
第5回　不規則変化動詞
第6回　直説法と仮定法
第7回　非人称動詞および過去現在動詞
第8回　法助動詞
第9回　be動詞の形態上の変化
第10回　進行形と受動態
第11回　完了形
第12回　不定詞と動名詞
第13回　否定構文
第14回　助動詞do
第15回　言語の揺れ、総括

　授業は上記のように各回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、授業の最初または終わり
に、古英語・中英語の講読の時間を取ります。また、授業の進行状況により、予定が多少変更にな
ることがあります。

系共通科目(英語学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義B)(2)

 [履修要件]
　内容が英語史Ａの続きとなっていますので、できるだけ英語史Ａを受講した上で、本講義を受講
するようにしてください。やむを得ない事情で英語史Ｂからの受講になる場合は、『ベーシック英
語史』の前半部分を自習してから受講してください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（30%）およびレポート（70%）によって評価を行います。

 [教科書]
家入葉子『ベーシック英語史』（ひつじ書房）

 [参考書等]
（参考書）
堀田隆一『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）
寺澤盾『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにも参考情報あります。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　指定された教科書に目を通しておいてください。古英語・中英語の講読については、事前に予習
をしてから授業に参加してください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０６
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英文学)(講義A)
English Literature (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 英文学史概説（中世から18世紀の演劇）
 [授業の概要・目的]
英文学史上の著名な作品を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について包括的に考える。前期は中
世から18世紀前半までを扱う。今学期は演劇の歴史を取り上げ、演劇史から見えてくるこの時代の
英文学全体、また、英国社会の一般的な状況を概観する

 [到達目標]
中世から18世紀の演劇を、実際のテクストに即しながら概観することを通じて、以下についての理
解が深まることを目指す。
１．文学言語の変遷
２．演劇ジャンルと形式の関係
３．中世から近代にいたるイングランドの社会と文学との包括的な関係

 [授業計画と内容]
以下の順に講義を進める。

第1回イントロダクション
英文学の範囲、特徴、政治史・文化史一般と文学史の関係について解説した後、以後の授業の進め
方について説明する。

第2回目以降は、以下の順に時代による変遷を検討する。原則として、各時代ごとの演劇について
の歴史的な解説と戯曲の抜粋の講読の組み合わせで授業を進める。

第2回　中世演劇の解説
第3回　講読（Mystery Plays)
第4回　同（Morality Plays）
第5回　エリザベス朝演劇の解説
第6回　講読（The Spanish Tragedy）
第7回　同（Henry V)
第8回　同（Hamlet)
第9回　ジェイムズ朝演劇の解説
第10回　講読（Macbeth）
第11回　同（Bartholomew Fair)
第12回　王政復古期演劇の解説
第13回　講読（The Country Wife)
第14回　18世紀演劇の解説
第15回　講読（The School for Scandal）

系共通科目(英文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英文学)(講義A)(2)

 [履修要件]
後期に開講される英文学講義Bと今年度中に合わせて履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート(50%)と学期末レポート(50%)により評価する。両方のレポートを提出することが単位
取得の条件。題目、提出期間等詳細については授業中に指示をする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
（参考書）

Dinah Birch, Katy Hoope 『The Concise Oxford Companion to English Literature』（Oxford UP）ISBN:
978-0199608218
喜志哲雄『英米演劇入門』（研究社）ISBN:978-4327375119

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うプリント（英語）は予め配布するので、辞書を丹念に引いて内容を理解した上で授業に
臨むこと。授業後は、扱われた作品の文学史における位置づけについて考察すること。

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



文献文化学系２０７
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英文学)(講義B)
English Literature (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 英文学史概説（小説・散文）
 [授業の概要・目的]
英文学史上の有名な小説・散文を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について考える。

 [到達目標]
英国小説についての一般的な基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
通常、文学史は古いところから説き起こすのであるが、この講義では新しいところから遡る。少し
でも馴染みのある世界から入ったほうがわかりやすいのではないか、という発想に基づく配慮であ
る。

第1回　Kazuo Ishiguro
第2回  Salman Rushdie, Zadie Smith
第3回 第2次大戦後の作家たち
第4回　Graham Greene, Evelyn Waugh
第5回  George Orwell, E. M. Forster
第6回  James Joyce, Virginia Woolf
第7回  D. H. Lawrence, Joseph Conrad
第8回  Thomas Hardy, George Eliot
第9回  Charles Dickens
第10回 The Brontes
第11回 Jane Austen
第12回ゴシック小説、歴史小説
第13回 Samuel Richardson, Henry Fielding
第14回 Daniel Defoe, Jonathan Swift
第15回フィードバック　（研究室にて授業内容に関連する質問に答える）

 [履修要件]
前期の英文学講義と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末に提出してもらうレポートによって評価する。

系共通科目(英文学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英文学)(講義B)(2)

 [教科書]
使用しない
プリントを適宜配布する。

 [参考書等]
（参考書）

Dinah Birch 『The Concise Oxford Companion to English Literature 4th Edition』（OUP）ISBN:978-
0199608218

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要はないが、授業で紹介した作家について、知的好奇心をもって、自力でどんどん読み進
めるように。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０８
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Everymanを読む
 [授業の概要・目的]
　15世紀の道徳劇のEverymanを講読するとともに、文献研究の手法による言語分析を行ってレポー
トを作成します。

 [到達目標]
　翻訳やグロッサリーを参考にしながら、後期中英語を分析的に読む力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション
2回目　Everymanの制作過程や作品の背景
3回目　Everymanの講読と中英語の発音
4回目　Everymanの講読と中英語の語彙
5回目　プロジェクトについての計画とグループディスカッション
6回目　Everymanの講読と中英語の綴り字
7回目　Everymanの講読と中英語の名詞・形容詞
8回目　Everymanの講読と中英語の代名詞
9回目　Everymanの講読と中英語の否定構文
10回目　プロジェクトについての進行状況報告とグループディスカッション
11回目　Everymanの講読と中英語の語順および動詞にかかわる各種構文
12回目　Everymanの講読と中英語の動詞全般
13回目　Everymanの講読と中英語の接続詞・前置詞
14回目　プロジェクトについての報告とグループディスカッション
15回目　総括

　授業の進行状況により、予定が多少変更になることがあります。また必要に応じて、教科書の他
に論文等の講読を行います。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(50%)、レポート(50%)によって評価を行います

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）

Clifford Davidson, et al. (eds.) 『Everyman and its Dutch Original, Elckerlijc』（Medieval Institute 
Publications, Kalamazoo）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　Everymanの予習（全員）及び、プレゼンテーションの準備（担当者）をお願いします。レポー
トは授業終了後に提出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論しま
す。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０９
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 後期近代英語を読む
 [授業の概要・目的]
　Ingrid Tieken-Boon van OstadeのAn Introduction to Late Modern Englishを読みながら、後期近代英語
期の特徴を学びます。

 [到達目標]
　現代英語に近いため比較的容易に読むことができる後期近代英語を意識的に、そして分析的に読
み、その特徴を捉える力を身につけます。またこの作業を通じて、言語変化全般への理解を深めま
す。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション
2回目　後期近代英語と時代的特性
3回目　コーパスの利用について
4回目　社会言語学的視点からの概観
5回目　後期近代英語と発音
6回目　プロジェクトについての計画とグループディスカッション
7回目　後期近代英語とと綴り字
8回目　後期近代英語の語彙
9回目　後期近代英語と辞書
10回目　プロジェクトについての進行状況報告とグループディスカッション
11回目　後期近代英語の文法
12回目　後期近代英語の文法についての近年の研究動向
13回目　言語変化と社会全般について
14回目　後期近代英語と文体および文献のジャンル
15回目　総括

　授業の進行状況により、予定が多少変更になることがあります。また必要に応じて、教科書の他
に論文等の講読を行います。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(40%)およびレポート(60%)によって評価を行います。

 [教科書]
Ingrid Tieken-Boon van Ostade 『An Introduction to Late Modern English』（Edinburgh University Press）

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

（関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１０
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 現代英国演劇演習A
 [授業の概要・目的]
Rebecca Lenkiewicz, Her Naked Skin（初演2008）Act Oneの精読を通じて、英語による演劇について
基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となって
いる時代についての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。あわせて第3回
に提出してもらう、本戯曲の時代背景についてのレポートの指示をする。

第2-14回　Her Naked Skinの精読
Her Naked Skin, Act Oneを精読し、内容について討論する。各受講者の担当箇所はあらかじめ指定す
る。
指定教科書のページ数に基づく各回の割り当ては以下の通り。
第2回 3-4ページ
第3回 5-7ページ
第4回 8-11ページ
第5回 12-14ページ
第6回 15-18ページ
第7回 19-21ページ
第8回 22-24ページ
第9回 25-27ページ
第10回 28-31ページ
第11回 32-35ページ
第12回 36-39ページ
第13回 40-42ページ
第14回 43-45ページ

第15回 Act One全体のまとめとこの幕についての討論

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第3回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。

上記レポートの提出を単位取得の条件とする。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
Rebecca Lenkiewicz 『Her Naked Skin』（Faber and Faber）ISBN:9780571241460

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

（その他（オフィスアワー等））
　

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１１
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 現代英国演劇演習B
 [授業の概要・目的]
Rebecca Lenkiewicz, Her Naked Skin（初演2008）Act Twoの精読を通じて、英語による演劇について
基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となって
いる時代についての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。特にAct Oneの
内容を振り返る。

第2-14回　Her Naked Skinの精読
Her Naked Skin, Act Twoを精読し、内容について討論する。各受講者の担当箇所はあらかじめ指定
する。
指定教科書のページ数に基づく各回の割り当ては以下の通り。
第2回 46-48ページ
第3回 49-51ページ
第4回 52-55ページ
第5回 56-59ページ
第6回 60-63ページ
第7回 64-67ページ
第8回 68-71ページ
第9回 72-75ページ
第10回 76-79ページ
第11回 80-82ページ
第12回 83-86ページ
第13回 87-89ページ
第14回 90-92ページ

第15回 Act Two全体のまとめと劇全体についての討論

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
原則として前期の演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期からの受講希望
者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

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

 [教科書]
Rebecca Lenkiewicz 『Her Naked Skin』（Faber and Faber）ISBN:9780571241460

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

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



文献文化学系２１２
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 アメリカ小説における語り手
 [授業の概要・目的]
小説の出だしが、「あんた、おれのこと知らねえじゃん」（一人称）と「H・T・ミラー夫人は、
イースト川付近の快適なアパートメントに一人住まいをしていた」（三人称）では、まるで印象が
異なることからもわかるように、どの人称を用いて語るかというのは、作品の本質にかかわる問題
である。本授業では代表的なアメリカ小説を通じて、作品解釈の基本アプローチである【語り手】
の存在意義について考察する。

 [到達目標]
語り手について多角的に考察する
小説の文体に着目する姿勢を養う
英語で書かれた小説の読み方を学ぶ
代表的なアメリカ小説に親しむ

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション（授業の進め方・評価方法についての説明）
２．一人称の語り手：The Catcher in the Rye
３．一人称の語り手：The Adventures of Huckleberry Finn　第１・２章
４．一人称の語り手: The Adventures of Huckleberry Finn　第３・４章
５．一人称の語り手：A Rose for Emily
６．一人称の語り手：Virgin Suicides
７．三人称の語り手：Little Women
８．三人称の語り手：The First Seven Years
９．三人称の語り手：Miriam
１０．三人称の語り手：The Road
１１．二人称の語り手：A Small Place
１２．二人称の語り手：Bright Lights, Big City
１３．語り手に関する英語論文を読む
１４．小説と映画の視点の相違について考える（Film Viewing：映画版Virgin Suicides）
１５．フィードバック

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品の語り手について考察す
るもので、20分から30分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期
末レポートは授業内で取りあげた作品から選ぶこと。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは授業サポートにすべてアップロードする。

 [参考書等]
（参考書）
大橋洋一『新文学入門』（岩波セミナーブックス）

 [授業外学習（予習・復習）等]
本授業はディスカッション主体の授業である。扱う作品を読んでこないと（毎回およそ15頁から20
頁ほどの分量）、何も言えずに終わってしまうので、必ず読んでくること。発表やレポートの形式
については初回授業で説明する。

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



文献文化学系２１３
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Edith Wharton, Ethan Fromeを読む
 [授業の概要・目的]
20世紀初頭を中心に活躍した女性作家Edith Wharton (1862-1937)の代表作の一つである中篇小説、
Ethan Frome (1911)を読む。Whartonはストーリーテリングに長けた作家であると同時に、きわめて
端正精緻な文章でも知られる。その作品を丁寧に読むことは、英語文学テクストの読解力向上に大
いに役立つはずである。

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじっくり向き合う姿勢を養うこと、
英語読解の精度を高めることを目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、
文学的な英語表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。
慣れてきたところで部分的に発表形式を取り入れ、授業中に読み切れない部分をカバーしながら読
み進む。
　進行スケジュールは以下のとおり（ページ数は指定したテキストのもの）。
第１週　イントロダクション
第２週　プロローグを読む（pp. 9-11）
第３週　プロローグを読む（pp. 12-15）
第４週　プロローグを読む（pp. 16-19）
第５週　第１章を読む（pp. 20-26）
第６週　第２章を読む（pp. 27-34）
第７週　第３章を読む（pp. 35-39）
第８週　第４章を読む（pp. 40-49）
第９週　第５章を読む（pp. 50-54）
第10週　第６章を読む（pp. 55-59）
第11週　第７章を読む（pp. 60-70）
第12週　第８章を読む（pp. 71-78）
第13週　第９章を読む（pp. 79-92）
第14週　エピローグを読む（pp. 93-96）
第15週　まとめ
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
Edith Wharton 『Ethan Frome & Summer』（Modern Library）ISBN:978-0375757280

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２１４
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習II)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  4回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  George Orwellの文芸批評を精読する
 [授業の概要・目的]
20世紀英国を代表する文筆家の一人、George Orwellの文芸批評を精読する。この授業の目的は英語
テクストの精密な読解能力（すなわち、丹念に辞書を引き一語一語丁寧に考えながら読む力）を養
成することにある。また、卒業論文を作成するための基礎的な訓練もあわせて行う。

 [到達目標]
英文テクストの読解力を発展させ、アカデミックな論文作成の基礎を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回 "Charles Dickens" pp. 1-5. 
第3回 "Charles Dickens" pp. 6-10. 
第4回 "Charles Dickens" pp. 11-15 
第5回 "Charles Dickens" pp. 16-20 
第6回 "Charles Dickens" pp. 21-25 
第7回 "Charles Dickens" pp. 26-30 
第8回 "Charles Dickens" pp. 31-35 
第9回 "In Defence of P. G. Wodehouse" pp. 1-3. 
第10回 "In Defence of P. G. Wodehouse" pp. 4-6. 
第11回 "In Defence of P. G. Wodehouse" pp. 7-9. 
第12回 "In Defence of P. G. Wodehouse" pp. 10-12. 
第13回 "Wells, Hitler and the World State" pp. 1-3. 
第14回 "Wells, Hitler and the World State" pp. 4-6.
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
後期の英語学英文学演習と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
George Orwell, "Critical Essays" を購入してください。

英語学英文学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習II)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１５
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習II)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  4回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  George Orwellの文芸批評を精読する
 [授業の概要・目的]
20世紀英国を代表する文筆家の一人、George Orwellの文芸批評を精読する。この授業の目的は英語
テクストの精密な読解能力（すなわち、丹念に辞書を引き一語一語丁寧に考えながら読む力）を養
成することにある。また、卒業論文を作成するための基礎的な訓練もあわせて行う。

 [到達目標]
英文テクストの読解力を発展させ、アカデミックな論文作成の基礎を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回 "Raffles and Miss Blandish" pp. 1-4.
第3回 "Raffles and Miss Blandish" pp. 5-8.
第4回 "Raffles and Miss Blandish" pp. 9-12.
第5回 "W. B. Yeats" pp. 1-3.
第6回 "W. B. Yeats" pp. 4-5.
第7回 "Rudyard Kipling" pp. 1-3.
第8回 "Rudyard Kipling" pp. 4-6.
第9回 "Rudyard Kipling" pp. 7-9.
第10回 "Rudyard Kipling" pp. 10-12. 
第11回 "Arthur Koestler" pp. 1-3. 
第12回 "Arthur Koestler" pp. 4-6.
第13回 "Arthur Koestler" pp. 7-9.
第14回 "Arthur Koestler" pp. 10-12. 
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
前期の英語学英文学演習と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
George Orwell, "Critical Essays" を購入してください。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

英語学英文学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１６
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

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3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 イギリス小説精読
 [授業の概要・目的]
Lewis Carroll, "Alice's Adventures in Wonderland"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面白
さを知ってほしい。

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回  Ch. 1 前半
第3回　Ch. 1 後半
第4回　Ch. 2
第5回  Ch. 3
第6回  Ch. 4 
第7回  Ch. 5
第8回  Ch. 6
第9回  Ch. 7
第10回 Ch. 8
第11回 Ch. 9
第12回 Ch. 10
第13回 Ch. 11
第14回 Ch. 12
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１７
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木1 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  Ted Hughes, The Hawk in the Rain講読
 [授業の概要・目的]
Ted Hughes (1930-98)は、英国の桂冠詩人を務めた、20世紀英国を代表する詩人の一人である。この
詩人の最初の詩集 The Hawk in the Rain の精読を通じて、英語の詩の読み方の基本を身につけると
ともに英国詩と詩の言語についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・英語の詩の特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・Ted Hughesの詩の世界を楽しめるようになる。

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

第2-15回　
詩の精読と内容についての討論。講読した詩は次回までに暗記してくることが求められる（書いて
提出）。

詩の長さや難易度の違いによって、また、担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、毎回おおむね1－2篇程度を読み進めることになる。なお、講
読する詩の選択には参加者の意向も考慮に入れる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、詩の暗記40％、討論への参加20%）に
て評価する。正当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
Ted Hughes 『The Hawk in the Rain』（Faber and Faber）ISBN: 9780571322817

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は詩全体を理解したうえで暗記をすること。

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



文献文化学系２１８
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  John Updikeの初期短篇を読む
 [授業の概要・目的]
アメリカを代表する短篇小説の名手であったJohn Updike (1932-2009)の初期の短篇小説を精読する。
名文家として知られるUpdikeの文章を丹念に読んでいくことは、文学的な英語の豊かさに親しむ恰
好の機会となるはずである。

 [到達目標]
辞書を丁寧に引きながら文学作品を一語一句にこだわって読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語
表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。

　おおよその進行スケジュールは以下のとおり（ページ数は配布予定のプリントのもの）。
第１週　イントロダクション
第２週　"Friends from Philadelphia"（pp. 10-13）
第３週　"Friends from Philadelphia"（pp. 14-17）
第４週　"The Happiest I've Been"（pp. 171-174）
第５週　"The Happiest I've Been"（pp. 175-178）
第６週　"The Happiest I've Been"（pp. 179-182）
第７週　"The Happiest I've Been"（pp. 183-186）
第８週　"The Happiest I've Been"のまとめ
第９週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 355-358）
第10週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 359-362）
第11週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 363-366）
第12週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 367-370）
第13週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 371-374）
第14週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 375-377）
第15週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"のまとめ
　なお、進度によっては「まとめ」の回も講読にあてる。それでも読み切れない範囲については、
当番の受講者による報告の形でカバーする。
　学期末には、授業で扱ったいずれかの作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
（参考書）

John Updike 『Collected Early Stories』（The Library of America）ISBN:978-1598532517（巻末の作者
略歴と注釈が参考になる。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２１９
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

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 月4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  Allen Ginsbergについて
 [授業の概要・目的]
20世紀中盤のアーティストAllen Ginsbergの詩作品を中心に考察する。Jack Kerouacと並びビートニ
ク世代の精神的支柱を成すGinsbergの作品は、革新的でありつつ、前世紀のエマソンやソローによ
る超越思想やホイットマンの詩学を正統的に引き継いでいるので、アメリカ文学史Iを受講した人
びとにとっては、良いsequelになるはずである（もちろん、アメリカ文学門外漢を自認する方々も
気兼ねなく参加して欲しい）。本授業においては、Howl等、代表的なGinsbergの詩作および彼が撮
影した写真を緻密に鑑賞することで、アメリカ的エネルギーのありようを検討する。

 [到達目標]
本授業では、以下の事項を主に考察する。
・ビートニク世代の芸術作品
・英語で書かれた詩の読み方
・米国ドキュメンタリー写真の鑑賞法

 [授業計画と内容]
　本授業は発表とディスカッションを中心に進行する。基本的に毎授業、一篇の詩を読む。発表担
当者は、当該作品に関する自分なりの統一見解を固めた上で授業に臨むことが求められる。その他
の参加者はディスカッサントとして活発な応答を行うことが必要となる。

１．イントロダクション（授業の進め方・評価方法についての説明およびBeat Generationについて
の概括）
２．A Supermarket to Californiaについての発表とディスカッション
３．Sunflower Sutraについての発表とディスカッション
４．Howlについての発表とディスカッション　その１
５．Howlについての発表とディスカッション　その２
６．Footnote to Howlについての発表とディスカッション
７．Americaについての発表とディスカッション
８．Kaddishについての発表とディスカッション　その１
９．Kaddishについての発表とディスカッション　その２
１０．Messageについての発表とディスカッション
１１．To Aunt Roseについての発表とディスカッション
１２．Ginsbergによる写真に関する英文批評を読む
１３．Ginsbergによる写真鑑賞その１
１４．Ginsbergによる写真鑑賞その２
１５．フィードバック

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(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]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品に関するもので、20分か
ら30分ほどの長さとする。残りの時間は参加者全員によるディスカッションに充てられる。なお、
本授業はディスカッション全員参加が前提であるため、授業内発言は評価には含まれない。予習度
合いについては、毎授業冒頭にて行われる【あらすじ小テスト】によって確認される。つまり、読
まずに授業に参加した場合、欠席扱いとなるので注意すること。

 [教科書]
Allen Ginsberg 『Howl, Kaddish and Other Poems (Penguin Modern Classics)』（Penguin）ISBN:978-
0141190167（授業中たえず本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）
Ginsbergが撮影した写真に関する英文批評や作品などについては授業サポートにおいてアップロー
ドする予定。

 [参考書等]
（参考書）

Allen Ginsberg 『The Essential Ginsberg』（Harper Perennial）ISBN:978-0062362285（詩、散文、写真
など、代表作を網羅している。参考書として挙げているが、本受講者はぜひ入手してほしい。）
Jack Kerouac 『On the Road』（Howlと双璧を成すBeat Generationの正典。もし読んでいないのであ
れば、今すぐに手にとって欲しい。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回assignされた範囲については小テストを行うので、予習は必須である。発表とレポートの形式
については授業内で詳細を説明する。あらかじめ蓄えておく知識は必要としないが、英語で詩を読
む意欲はチャージしておくこと。

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



文献文化学系２２０
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 桂山　康司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 英詩入門
 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。
 [授業計画と内容]
本年度前期は、John Keats(1795-1821)の抒情詩を取り上げる。
第1回：導入。どの部分を読むかは、この授業において指示する。
第2～15回：作品の精読。毎回、1～2編程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
上島建吉『ロマン派詩選』（研究社小英文叢書）ISBN:9784327011895

 [参考書等]
（参考書）
小泉博一他(編）『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。
（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、英詩を読む上で必要な基礎的事実について解説をする予定なので、受講を希
望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２２１
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 桂山　康司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 英詩入門
 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。
 [授業計画と内容]
本年度後期は、Percy Bysshe Shelley（1792-1822）の抒情詩を読む。
第1回：導入。どの作品を読むかは、この授業において指示する。
第2～15回：作品の精読。毎回、１～２編ずつ、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
上島建吉『ロマン派詩選』（研究社小英文叢書）ISBN:9784327011895

 [参考書等]
（参考書）
小泉博一他(編）『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。
（その他（オフィスアワー等））
イギリス詩に対する予備知識は一切必要としない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２２２
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 実習 使用
言語 英語

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part I
 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, written assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the 
students to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Preserving History: Universities and Museums―Kyoto University Museum
Reading: Kyoto Museums Guidebook (Kyoto City Board of Education, 1992), pp. 239-240.

2. Shinto Shrines: Yoshida Jinja
Reading: John Breen and Mark Teeuwen, A New History of Shinto (Wiley&Blackwell, 2010), pp. 1-23.

3. (a) Shinto Spring Festivals: Aoi Matsuri; (b) Discussion on Shinto in Contemporary Japan
Reading: Kansai Cool, pp. 43-48; Kyoto Lives, p. 24 “Inui Mitsutaka, Shrine Priest.”

4. Introduction to Buddhism: Commemorating the Life and Passing of the Buddha
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Three “City of Buddhism” pp. 37-59.

5. Mt. Hiei, “Mother Mountain of Japanese Buddhism,” and its Circumambulating Monks
Reading: Kyoto Lives, p. 64 “Kate Connell--Mt. Hiei, Guardian Mountain.”
Assigned Viewing: “The Monks Risking Death On An Extraordinary Journey,” Journeyman Pictures (http:/
/www.youtube.com/watch?v=S06oMxdt40A).

6. Group/Individual Presentations on Sects of Buddhism and Kyoto Temples
Readings: Kyoto: A Cultural History, Chapter Five “City of Zen” pp. 76-95; Kyoto Lives, pp. 70-71 “
Matsuyama Daiko, Deputy Chief Priest, Taizo’in Temple.”

7. Discussion on Sects of Buddhism and Kyoto Temples

8. Zen Temples and Visual Arts: Daitokuji’s annual airing of its hanging-scroll paintings; Taizoin’s
sliding screen painting project
Reading: Gregory P. A. Levine, Daitokuji: The Visual Cultures of a Zen Monastery, pp. 83-87.
Assigned Viewing: “Taizoin Hojo; Fusuma-e Painting Project”
 (https://www.youtube.com/watch?v=x7JEA658doc). 

9. Pure Land Faith and Monthly Markets: Chionji
Reading:“Chionji” (handout)

10. "Micro Temples": discussion on temple activities and economy in contemporary Japan
英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

Readings: Kansai Cool, pp. 189-193; Kyoto Lives, pp. 34-35 “Kajita Shinsho, the Path to Honen-in.”

11. Group/Individual Presentations on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter One “ City of Kanmu” pp. 1-19.

12. Discussion on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Two “City of Genji” pp. 20-36; Kyoto Lives, p. 78 “
Setouchi Jakucho--The Tale of Genji.”

13. Summer Festivals: Gion Matsuri―history and traditions 
Reading: World Heritage document on “Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival.”

14. Summer Festivals: Gion Matsuri―visual arts

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters of the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

英語学英文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２２３
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 実習 使用
言語 英語

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II
 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Kyoto's Water Culture: function and impact of water in the lives, culture, and religion of Kyoto people
Reading: Kansai Cool, pp. 39-42.
Assigned Viewing: Documentary Film “Water, the Lifeblood of Kyoto” (http://fod.infobase.com/p_
ViewPlaylist.aspx?AssignmentID=83NZ6P).

2. Kyoto Gardens: history, features, and aesthetics
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 91-95 “Dry Landscapes”; pp. 133-138 “Tea Garden”“Tea
Room”.

3. Kyoto Machiya Townhouses: architectural features, functions
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 164-165; Jurgenhake, Birgit, “The qualities of the Machiya: An 
Architectural Research of a Traditional House in Japan” (2011, http://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:a9f98f2a-6be7-4693-92ad-26507e69666e?collection=research)

4. Kyoto Machiya Townhouses: contemporary preservation measures 
Readings: World Monuments Fund, “Machiya Townhouses” (https://www.wmf.org/project/machiya-
townhouses); Kyoto Machiya Revitalization Project (http://kyoto-machisen.jp/wmf-machiya-project/).

5. Individual/Group Presentations on Kyoto Architecture

6. Discussion on Kyoto Architecture

7. Kyoto Imperial Palace: architectural features and gardens
Reading: Judith Clancy, Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital (Stone Bridge Press, 2008), pp. 29-
36.

8. Kyoto State Guesthouse and traditional artisanry
In-class Viewing: Documentary Film “Traditional Skills in the Kyoto State Guest House” (Kyoto 
Convention Bureau, 1990).

9. Imperial Convents and Cultural Preservation: Hokyoji and Dolls
Readings: Kansai Cool, pp. 77-81; Amamonzeki: A Hidden Heritage, Treasures of the Japanese Imperial 
Convents (The Sankei Shinbun, 2009), pp. 120-123; Hokyoji restoration handout.

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

10. Autumn Festivals: Festival of the Ages (Jidai Matsuri) and Kurama Fire Festival (Hi Matsuri)
Reading: Kyoto Lives, pp. 10-12 “Festival of the Ages” by John Dougill; additional handouts. 

11. Kyoto Cuisine: types, features
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 223-225; Donald Richie, “A Taste of Japan, Introduction”
(Kodansha, 1993), pp. 8-12.

12. Kyoto Cuisine: aesthetics
Readings: Kansai Cool, “The Still Point: Authenticity Within an Evolving Cuisine,” pp. 93-105.
Assignment: Cuisine worksheet.

13. Individual/Group Presentations Based on Kyoto Lives Interviews

14. Discussion Based on Kyoto Lives Interviews

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/ backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters from textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

英語学英文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２２４
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 実習 使用
言語 英語

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

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

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

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class.

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

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

 [参考書等]
（参考書）

Higginson, William J. 『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A. 『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

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

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

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



文献文化学系２２５
授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月3 授業

形態 実習 使用
言語 英語

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

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

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

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

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

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

 [参考書等]
（参考書）

Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J. 『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin 『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

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

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

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



文献文化学系２２６
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 アメリカ文学史Ｉ
 [授業の概要・目的]
植民地時代から19世紀末までのアメリカ文学の流れを振り返る。全15回の授業のうち、前半部はピ
ューリタニズム・理神論・アメリカ啓蒙思想といった宗教・思想的話題が中心となる。後半部は、
アメリカという歴史の浅い国において独自の「文学」を確立せんとさまざまな作家が苦闘した様子
を追うことが主眼となる。本授業を通じて、アメリカ文学が近代性を獲得するまでの道程を包括的
に把握することを目的とする。

 [到達目標]
19世紀末までのアメリカ文学を構成する主要な作家の顔ぶれを概覧する
19世紀末までのアメリカの思潮史を把握する
文学作品における英語の解釈の仕方を学ぶ

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション（授業の進め方・評価方法についての説明）
２．Jonathan Edwards/ Anne Bradstreet（ピューリタニズムの文学）
３．Benjamin Franklin（アメリカ啓蒙主義と理神論）
４．Ralph Waldo Emerson（超越主義：思想編）
５．Henry David Thoreau（超越主義：実践編）
６．Nathaniel Hawthorne（ロマンスとノヴェル）
７．Herman Melville（小説と世界）
８．Edgar Allan Poe（象徴主義）
９．Walt Whitman（民主主義と詩）
10．Emily Dickinson（観念と詩）
11．奴隷制度と文学（Harriet Beecher Stoweを中心に）
12．アメリカ家庭小説の系譜
13．Mark Twain（口承文学と小説）
14．Henry James（近代小説）
15．期末試験／学習到達度の評価
16．フィードバック

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ｂ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

系共通科目(アメリカ文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(アメリカ文学)(講義A)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎授業の最後に行われるコメントシートの記入（30％）と期末試験（70％）により評価する。優れ
たコメントは次回の授業において紹介する。持ち込み不可の期末試験では、授業で触れた事項の理
解度を確認する。

 [教科書]
使用しない
資料はプリントにて配布する。

 [参考書等]
（参考書）
諏訪部浩一・編『アメリカ文学入門』（三修社）ISBN:9784384057485（初期から現代に至るまでの
主要作家の紹介。各作家に付されている参考文献が有用。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
期末試験では授業内で取りあげたテキストから出題される。問題は講義内容を踏まえたものなので、
試験対策として念入りな復習が求められる。

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



文献文化学系２２７
授業科目名
　<英訳>

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

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月5 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 アメリカ文学史Ⅱ
 [授業の概要・目的]
19～20世紀転換期から現在にいたるまでのアメリカ文学史のおおまかな流れをたどる。各時代を代
表する作家、作品を紹介するとともに、できるだけ具体的に個々の作家の文章に触れてもらうこと
を心がけたい。

 [到達目標]
アメリカ文学全般に関する包括的な知識の習得、ならびにアメリカ文学を本格的に学んでいくため
の土台作りを目的とする。

 [授業計画と内容]
以下の内容を順次扱っていく予定。
１．イントロダクション
２．自然主義（Crane, Norris, Dreiserなど）
３．Wharton, Cather, Anderson
４．モダニズムと詩（Pound, Eliot, Steinなど）
５．Hemingwayと失われた世代
６．Fitzgeraldと1920年代
７．1930年代の文学（Wolfe, Steinbeck, Westなど）
８．Faulknerと南部文学
９．演劇（O'Neill, Williams, Millerなど）
10．アフリカ系文学（Wright, Ellison, Morrisonなど）
11．ユダヤ系文学（Bellow, Malamud, Rothなど）
12．その他戦後文学（Nabokov, Updikeなど）
13．ポストモダン（Barth, Pynchonなど）
14．その後の文学
15．まとめ

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ａ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（50％）とレポート（50％）により評価する。期末試験では、アメリカ文学に関する基礎
知識の習得度を評価する。レポートは、授業で紹介したアメリカ文学作品について自由に論じると
いうもので、読者としてのセンス、思考力、論述力を評価する。

系共通科目(アメリカ文学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(アメリカ文学)(講義B)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
亀井俊介『アメリカ文学史講義１～３』（南雲堂）ISBN:978-4523292432
諏訪部浩一・編『アメリカ文学入門』（三修社）ISBN:9784384057485

 [授業外学習（予習・復習）等]
アメリカ文学の世界への導入を目的とした授業なので、予習、復習等は特に求めない（必要のある
場合は授業中に指示する）。ただしその分の時間を使って、授業で紹介するアメリカ文学作品をな
るべく多く読んでみること。

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



文献文化学系２２８
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 アメリカ小説における語り手
 [授業の概要・目的]
小説の出だしが、「あんた、おれのこと知らねえじゃん」（一人称）と「H・T・ミラー夫人は、
イースト川付近の快適なアパートメントに一人住まいをしていた」（三人称）では、まるで印象が
異なることからもわかるように、どの人称を用いて語るかというのは、作品の本質にかかわる問題
である。本授業では代表的なアメリカ小説を通じて、作品解釈の基本アプローチである【語り手】
の存在意義について考察する。

 [到達目標]
語り手について多角的に考察する
小説の文体に着目する姿勢を養う
英語で書かれた小説の読み方を学ぶ
代表的なアメリカ小説に親しむ

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション（授業の進め方・評価方法についての説明）
２．一人称の語り手：The Catcher in the Rye
３．一人称の語り手：The Adventures of Huckleberry Finn　第１・２章
４．一人称の語り手: The Adventures of Huckleberry Finn　第３・４章
５．一人称の語り手：A Rose for Emily
６．一人称の語り手：Virgin Suicides
７．三人称の語り手：Little Women
８．三人称の語り手：The First Seven Years
９．三人称の語り手：Miriam
１０．三人称の語り手：The Road
１１．二人称の語り手：A Small Place
１２．二人称の語り手：Bright Lights, Big City
１３．語り手に関する英語論文を読む
１４．小説と映画の視点の相違について考える（Film Viewing：映画版Virgin Suicides）
１５．フィードバック

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品の語り手について考察す
るもので、20分から30分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期
末レポートは授業内で取りあげた作品から選ぶこと。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは授業サポートにすべてアップロードする。

 [参考書等]
（参考書）
大橋洋一『新文学入門』（岩波セミナーブックス）

 [授業外学習（予習・復習）等]
本授業はディスカッション主体の授業である。扱う作品を読んでこないと（毎回およそ15頁から20
頁ほどの分量）、何も言えずに終わってしまうので、必ず読んでくること。発表やレポートの形式
については初回授業で説明する。

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



文献文化学系２２９
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Edith Wharton, Ethan Fromeを読む
 [授業の概要・目的]
20世紀初頭を中心に活躍した女性作家Edith Wharton (1862-1937)の代表作の一つである中篇小説、
Ethan Frome (1911)を読む。Whartonはストーリーテリングに長けた作家であると同時に、きわめて
端正精緻な文章でも知られる。その作品を丁寧に読むことは、英語文学テクストの読解力向上に大
いに役立つはずである。

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら、細部をおろそかにせず文学テクストとじっくり向き合う姿勢を養うこと、
英語読解の精度を高めることを目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、
文学的な英語表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。
慣れてきたところで部分的に発表形式を取り入れ、授業中に読み切れない部分をカバーしながら読
み進む。
　進行スケジュールは以下のとおり（ページ数は指定したテキストのもの）。
第１週　イントロダクション
第２週　プロローグを読む（pp. 9-11）
第３週　プロローグを読む（pp. 12-15）
第４週　プロローグを読む（pp. 16-19）
第５週　第１章を読む（pp. 20-26）
第６週　第２章を読む（pp. 27-34）
第７週　第３章を読む（pp. 35-39）
第８週　第４章を読む（pp. 40-49）
第９週　第５章を読む（pp. 50-54）
第10週　第６章を読む（pp. 55-59）
第11週　第７章を読む（pp. 60-70）
第12週　第８章を読む（pp. 71-78）
第13週　第９章を読む（pp. 79-92）
第14週　エピローグを読む（pp. 93-96）
第15週　まとめ
　なお、学期末には、作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
Edith Wharton 『Ethan Frome & Summer』（Modern Library）ISBN:978-0375757280

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２３０
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Everymanを読む
 [授業の概要・目的]
　15世紀の道徳劇のEverymanを講読するとともに、文献研究の手法による言語分析を行ってレポー
トを作成します。

 [到達目標]
　翻訳やグロッサリーを参考にしながら、後期中英語を分析的に読む力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション
2回目　Everymanの制作過程や作品の背景
3回目　Everymanの講読と中英語の発音
4回目　Everymanの講読と中英語の語彙
5回目　プロジェクトについての計画とグループディスカッション
6回目　Everymanの講読と中英語の綴り字
7回目　Everymanの講読と中英語の名詞・形容詞
8回目　Everymanの講読と中英語の代名詞
9回目　Everymanの講読と中英語の否定構文
10回目　プロジェクトについての進行状況報告とグループディスカッション
11回目　Everymanの講読と中英語の語順および動詞にかかわる各種構文
12回目　Everymanの講読と中英語の動詞全般
13回目　Everymanの講読と中英語の接続詞・前置詞
14回目　プロジェクトについての報告とグループディスカッション
15回目　総括

　授業の進行状況により、予定が多少変更になることがあります。また必要に応じて、教科書の他
に論文等の講読を行います。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(50%)、レポート(50%)によって評価を行います。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）

Clifford Davidson, et al. (eds.) 『Everyman and its Dutch Original, Elckerlijc』（Medieval Institute 
Publications, Kalamazoo）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　Everymanの予習（全員）及び、プレゼンテーションの準備（担当者）をお願いします。レポー
トは授業終了後に提出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論しま
す。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３１
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 家入　葉子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 後期近代英語を読む
 [授業の概要・目的]
　Ingrid Tieken-Boon van OstadeのAn Introduction to Late Modern Englishを読みながら、後期近代英語
期の特徴を学びます。

 [到達目標]
　現代英語に近いため比較的容易に読むことができる後期近代英語を意識的に、そして分析的に読
み、その特徴を捉える力を身につけます。またこの作業を通じて、言語変化全般への理解を深めま
す。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション
2回目　後期近代英語と時代的特性
3回目　コーパスの利用について
4回目　社会言語学的視点からの概観
5回目　後期近代英語と発音
6回目　プロジェクトについての計画とグループディスカッション
7回目　後期近代英語とと綴り字
8回目　後期近代英語の語彙
9回目　後期近代英語と辞書
10回目　プロジェクトについての進行状況報告とグループディスカッション
11回目　後期近代英語の文法
12回目　後期近代英語の文法についての近年の研究動向
13回目　言語変化と社会全般について
14回目　後期近代英語と文体および文献のジャンル
15回目　総括

　授業の進行状況により、予定が多少変更になることがあります。また必要に応じて、教科書の他
に論文等の講読を行います。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(40%)およびレポート(60%)によって評価を行います。

 [教科書]
Ingrid Tieken-Boon van Ostade 『An Introduction to Late Modern English』（Edinburgh University Press）

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３２
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 現代英国演劇演習A
 [授業の概要・目的]
Rebecca Lenkiewicz, Her Naked Skin（初演2008）Act Oneの精読を通じて、英語による演劇について
基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となって
いる時代についての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。あわせて第3回
に提出してもらう、本戯曲の時代背景についてのレポートの指示をする。

第2-14回　Her Naked Skinの精読
Her Naked Skin, Act Oneを精読し、内容について討論する。各受講者の担当箇所はあらかじめ指定す
る。
指定教科書のページ数に基づく各回の割り当ては以下の通り。
第2回 3-4ページ
第3回 5-7ページ
第4回 8-11ページ
第5回 12-14ページ
第6回 15-18ページ
第7回 19-21ページ
第8回 22-24ページ
第9回 25-27ページ
第10回 28-31ページ
第11回 32-35ページ
第12回 36-39ページ
第13回 40-42ページ
第14回 43-45ページ

第15回 Act One全体のまとめとこの幕についての討論

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第3回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。

上記レポートの提出を単位取得の条件とする。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
Rebecca Lenkiewicz 『Her Naked Skin』（Faber and Faber）ISBN:9780571241460　

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

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



文献文化学系２３３
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 現代英国演劇演習B
 [授業の概要・目的]
Rebecca Lenkiewicz, Her Naked Skin（初演2008）Act Twoの精読を通じて、英語による演劇について
基本的な知識を得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となって
いる時代についての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。特にAct Oneの
内容を振り返る。

第2-14回　Her Naked Skinの精読
Her Naked Skin, Act Twoを精読し、内容について討論する。各受講者の担当箇所はあらかじめ指定
する。
指定教科書のページ数に基づく各回の割り当ては以下の通り。
第2回 46-48ページ
第3回 49-51ページ
第4回 52-55ページ
第5回 56-59ページ
第6回 60-63ページ
第7回 64-67ページ
第8回 68-71ページ
第9回 72-75ページ
第10回 76-79ページ
第11回 80-82ページ
第12回 83-86ページ
第13回 87-89ページ
第14回 90-92ページ

第15回 Act Two全体のまとめと劇全体についての討論

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
原則として前期の演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期からの受講希望
者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

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

 [教科書]
Rebecca Lenkiewicz 『Her Naked Skin』（Faber and Faber）ISBN:9780571241460

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

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



文献文化学系２３４
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習II)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  4回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 アメリカの短篇小説を読む
 [授業の概要・目的]
アメリカの現代作家Joyce Carol Oatesが編んだアメリカ短篇小説のアンソロジーを読む。20世紀前半
までのアメリカ文学の全体的なパースペクティヴを獲得するのが授業の主な目的である。なお、卒
業論文作成のための指導も同時に行う。

 [到達目標]
文学テクストを緻密に読み解く力を養うこと。20世紀前半までのアメリカ文学の全体像を掴み直す
こと。卒業論文の作成を着実に進めること。

 [授業計画と内容]
授業においては、Joyce Carol Oatesが編集したアンソロジーをテキストとして、毎週１篇の短篇小説
を読む。扱う予定の作家は、Hawthorne, Poe, Melville, Clemens, James, Jewett, Wharton, Crane, 
Anderson, Faulkner, Wright, Weltyなど。授業の形式としては、あらかじめ発表当番を決めておき、そ
の当番の報告という形を取る。スケジュールは以下の通り。
第１回　イントロダクション
第２～14回　短篇講読
第15回　フィードバック

これと並行して、卒業論文作成のための指導を行う。卒業予定者は、卒業論文のドラフトを次のよ
うな段階を踏んで作成すること。
（１）４月末まで、計画書（扱う作家・作品などについて、日本語でよい）。
（２）６月末まで、英文５枚。
なお、ドラフト提出後、それぞれ個人面接による指導を行う。

 [履修要件]
アメリカ文学専修４回生のみ受講可能。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Joyce Carol Oates (ed.) 『The Oxford Book of American Short Stories, 2nd Ed.』（Oxford UP）ISBN:978-
0199744398

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

アメリカ文学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で扱う作品について綿密な予習をしたうえで授業に臨むこと。同時に、卒業論文の作成
に向けて計画的に努力すること。

（その他（オフィスアワー等））
卒業論文ドラフトについての面接指導の曜日・時間については、受講生と相談の上決定する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３５
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習II)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

配当
学年  4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 演習 使用
言語 日本語

題目 アメリカの短篇小説を読む
 [授業の概要・目的]
前期の演習IIに引き続いて、アメリカの現代作家Joyce Carol Oatesが編んだアメリカ短篇小説のアン
ソロジーを読む。20世紀後半におけるアメリカ文学の全体的なパースペクティヴを獲得するのが授
業の主な目的である。なお、卒業論文作成のための指導も同時に行う。

 [到達目標]
文学テクストを緻密に読み解く力を養うこと。20世紀後半のアメリカ文学の全体像を掴み直すこと。
卒業論文の作成を着実に進めること。

 [授業計画と内容]
授業においては、Joyce Carol Oatesが編集したアンソロジーをテキストとして、毎週１篇の短篇小説
を読む。扱う予定の作家は、Ellison, Jackson, Ozick, Updike, Roth, Proulx, Wolff, O'Brien, King, Erdrich,
 Wallace, Lahiriなど。授業の形式としては、あらかじめ発表担当者を決めておき、その担当者の報
告という形を取る。スケジュールは以下の通り。
第１回　イントロダクション
第２～14回　短篇講読
第15回　フィードバック

これと並行して、卒業論文作成のための指導を行う。卒業予定者は、卒業論文のドラフトを次のよ
うな段階を踏んで作成すること。
（１）９月末まで、英文１０枚。
（２）１１月末まで、英文１５枚。
なお、以上の２回のドラフト提出後、それぞれ個人面接による指導を行う。

 [履修要件]
アメリカ文学専修４回生のみ受講可能。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Joyce Carol Oates (ed.) 『The Oxford Book of American Short Stories, 2nd Ed.』（Oxford UP）ISBN:978-
0199744398

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

アメリカ文学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で扱う作品について綿密な予習をしたうえで授業に臨むこと。同時に、卒業論文の作成
に向けて計画的に努力すること。

（その他（オフィスアワー等））
卒業論文ドラフトについての面接指導の曜日・時間については、受講生と相談の上決定する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３６
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 森　慎一郎

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 月4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  John Updikeの初期短篇を読む
 [授業の概要・目的]
アメリカを代表する短篇小説の名手であったJohn Updike (1932-2009)の初期の短篇小説を精読する。
名文家として知られるUpdikeの文章を丹念に読んでいくことは、文学的な英語の豊かさに親しむ恰
好の機会となるはずである。

 [到達目標]
辞書を丁寧に引きながら文学作品を一語一句にこだわって読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語
表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に、輪読（訳読）形式でテクストを丁寧に読んでいく（１回３～４ページ程度）。

　おおよその進行スケジュールは以下のとおり（ページ数は配布予定のプリントのもの）。
第１週　イントロダクション
第２週　"Friends from Philadelphia"（pp. 10-13）
第３週　"Friends from Philadelphia"（pp. 14-17）
第４週　"The Happiest I've Been"（pp. 171-174）
第５週　"The Happiest I've Been"（pp. 175-178）
第６週　"The Happiest I've Been"（pp. 179-182）
第７週　"The Happiest I've Been"（pp. 183-186）
第８週　"The Happiest I've Been"のまとめ
第９週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 355-358）
第10週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 359-362）
第11週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 363-366）
第12週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 367-370）
第13週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 371-374）
第14週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"（pp. 375-377）
第15週　"Packed Dirt, Churchgoing, a Dying Cat, a Traded Car"のまとめ
　なお、進度によっては「まとめ」の回も講読にあてる。それでも読み切れない範囲については、
当番の受講者による報告の形でカバーする。
　学期末には、授業で扱ったいずれかの作品を自由に論じるレポートを提出してもらう。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
（参考書）

John Updike 『Collected Early Stories』（The Library of America）ISBN:978-1598532517（巻末の作者
略歴と注釈が参考になる。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２３７
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 小林　久美子

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 月4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  Allen Ginsbergについて
 [授業の概要・目的]
20世紀中盤のアーティストAllen Ginsbergの詩作品を中心に考察する。Jack Kerouacと並びビートニ
ク世代の精神的支柱を成すGinsbergの作品は、革新的でありつつ、前世紀のエマソンやソローによ
る超越思想やホイットマンの詩学を正統的に引き継いでいるので、アメリカ文学史Iを受講した人
びとにとっては、良いsequelになるはずである（もちろん、アメリカ文学門外漢を自認する方々も
気兼ねなく参加して欲しい）。本授業においては、Howl等、代表的なGinsbergの詩作および彼が撮
影した写真を緻密に鑑賞することで、アメリカ的エネルギーのありようを検討する。

 [到達目標]
本授業では、以下の事項を主に考察する。
・ビートニク世代の芸術作品
・英語で書かれた詩の読み方
・米国ドキュメンタリー写真の鑑賞法

 [授業計画と内容]
本授業は発表とディスカッションを中心に進行する。基本的に毎授業、一篇の詩を読む。発表担当
者は、当該作品に関する自分なりの統一見解を固めた上で授業に臨むことが求められる。その他の
参加者はディスカッサントとして活発な応答を行うことが必要となる。

１．イントロダクション（授業の進め方・評価方法についての説明およびBeat Generationについて
の概括）
２．A Supermarket to Californiaについての発表とディスカッション
３．Sunflower Sutraについての発表とディスカッション
４．Howlについての発表とディスカッション　その１
５．Howlについての発表とディスカッション　その２
６．Footnote to Howlについての発表とディスカッション
７．Americaについての発表とディスカッション
８．Kaddishについての発表とディスカッション　その１
９．Kaddishについての発表とディスカッション　その２
１０．Messageについての発表とディスカッション
１１．To Aunt Roseについての発表とディスカッション
１２．Ginsbergによる写真に関する英文批評を読む
１３．Ginsbergによる写真鑑賞その１
１４．Ginsbergによる写真鑑賞その２
１５．フィードバック

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(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]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品に関するもので、20分か
ら30分ほどの長さとする。残りの時間は参加者全員によるディスカッションに充てられる。なお、
本授業はディスカッション全員参加が前提であるため、授業内発言は評価には含まれない。予習度
合いについては、毎授業冒頭にて行われる【あらすじ小テスト】によって確認される。つまり、読
まずに授業に参加した場合、欠席扱いとなるので注意すること。

 [教科書]
Allen Ginsberg 『Howl, Kaddish and Other Poems (Penguin Modern Classics)』（Penguin）ISBN:978-
0141190167（授業中たえず本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）
Ginsbergが撮影した写真に関する英文批評や作品などについては授業サポートにおいてアップロー
ドする予定。

 [参考書等]
（参考書）

Allen Ginsberg 『The Essential Ginsberg』（Harper Perennial）ISBN:978-0062362285（詩、散文、写真
など、代表作を網羅している。参考書として挙げているが、本受講者はぜひ入手してほしい。）
Jack Kerouac 『On the Road』（Howlと双璧を成すBeat Generationの正典。もし読んでいないのであ
れば今すぐに手にとってほしい。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回assignされた範囲については小テストを行うので、予習は必須である。発表とレポートの形式
については授業内で詳細を説明する。あらかじめ蓄えておく知識は必要としないが、英語で詩を読
む意欲はチャージしておくこと。

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



文献文化学系２３８
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 佐々木　徹

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 イギリス小説精読
 [授業の概要・目的]
Lewis Carroll, "Alice's Adventures in Wonderland"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面白
さを知ってほしい。

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回 Ch. 1 前半
第3回 Ch. 1 後半
第4回 Ch. 2 
第5回 Ch. 3 
第6回 Ch. 4 
第7回 Ch. 5 
第8回 Ch. 6 
第9回 Ch. 7 
第10回 Ch. 8 
第11回 Ch. 9 
第12回 Ch. 10 
第13回 Ch. 11 
第14回 Ch. 12 
第15回フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入してください。どの会社が出しているものでもよいが、ペン
ギンあるいはオックスフォードの版がおすすめ。

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３９
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 廣田　篤彦

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木1 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  Ted Hughes, The Hawk in the Rain講読
 [授業の概要・目的]
Ted Hughes (1930-98)は、英国の桂冠詩人を務めた、20世紀英国を代表する詩人の一人である。この
詩人の最初の詩集 The Hawk in the Rain の精読を通じて、英語の詩の読み方の基本を身につけると
ともに英国詩と詩の言語についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・英語の詩の特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・Ted Hughesの詩の世界を楽しめるようになる。

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

第2-15回　
詩の精読と内容についての討論。講読した詩は次回までに暗記してくることが求められる（書いて
提出）。

詩の長さや難易度の違いによって、また、担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、毎回おおむね1－2篇程度を読み進めることになる。なお、講
読する詩の選択には参加者の意向も考慮に入れる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、詩の暗記40％、討論への参加20%）に
て評価する。正当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [教科書]
Ted Hughes 『The Hawk in the Rain』（Faber and Faber）ISBN:9780571322817

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は詩全体を理解したうえで暗記をすること。

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



文献文化学系２４０
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 桂山　康司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 英詩入門
 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。
 [授業計画と内容]
本年度前期は、John Keats(1795-1821)の抒情詩を取り上げる。
第1回：導入。どの部分を読むかは、この授業において指示する。
第2～15回：作品の精読。毎回、1～2編程度、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
上島建吉『ロマン派詩選』（研究社小英文叢書）ISBN:9784327011895

 [参考書等]
（参考書）
小泉博一他(編）『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。
（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、英詩を読む上で必要な基礎的事実について解説をする予定なので、受講を希
望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４１
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 桂山　康司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 英詩入門
 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察する。

 [到達目標]
英詩における名作を味読することを通じて、英詩の特質全般についての基礎知識を身につけると同
時に、特に、リズムのもつ意味について、理解を深める。
 [授業計画と内容]
本年度後期は、Percy Bysshe Shelley（1792-1822）の抒情詩を読む。
第1回：導入。どの作品を読むかは、この授業において指示する。
第2～15回：作品の精読。毎回、１～２編ずつ、読み進める予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
上島建吉『ロマン派詩選』（研究社小英文叢書）ISBN:9784327011895

 [参考書等]
（参考書）
小泉博一他(編）『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。
（その他（オフィスアワー等））
イギリス詩に対する予備知識は一切必要としない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４２
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 木2 授業

形態 実習 使用
言語 英語

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part I
 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Preserving History: Universities and Museums―Kyoto University Museum
Reading: Kyoto Museums Guidebook (Kyoto City Board of Education, 1992), pp. 239-240.

2. Shinto Shrines: Yoshida Jinja
Reading: John Breen and Mark Teeuwen, A New History of Shinto (Wiley&Blackwell, 2010), pp. 1-23.

3. (a) Shinto Spring Festivals: Aoi Matsuri; (b) Discussion on Shinto in Contemporary Japan
Reading: Kansai Cool, pp. 43-48; Kyoto Lives, p. 24 “Inui Mitsutaka, Shrine Priest.”

4. Introduction to Buddhism: Commemorating the Life and Passing of the Buddha
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Three “City of Buddhism” pp. 37-59.

5. Mt. Hiei, “Mother Mountain of Japanese Buddhism,” and its Circumambulating Monks
Reading: Kyoto Lives, p. 64 “Kate Connell--Mt. Hiei, Guardian Mountain.”
Assigned Viewing: “The Monks Risking Death On An Extraordinary Journey,” Journeyman Pictures (http:/
/www.youtube.com/watch?v=S06oMxdt40A).

6. Group/Individual Presentations on Sects of Buddhism and Kyoto Temples
Readings: Kyoto: A Cultural History, Chapter Five “City of Zen” pp. 76-95; Kyoto Lives, pp. 70-71 “
Matsuyama Daiko, Deputy Chief Priest, Taizo’in Temple.”

7. Discussion on Sects of Buddhism and Kyoto Temples

8. Zen Temples and Visual Arts: Daitokuji’s annual airing of its hanging-scroll paintings; Taizoin’s
sliding screen painting project
Reading: Gregory P. A. Levine, Daitokuji: The Visual Cultures of a Zen Monastery, pp. 83-87.
Assigned Viewing: “Taizoin Hojo; Fusuma-e Painting Project”
 (https://www.youtube.com/watch?v=x7JEA658doc). 

9. Pure Land Faith and Monthly Markets: Chionji
Reading:“Chionji” (handout)

10. "Micro Temples": discussion on temple activities and economy in contemporary Japan
アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

Readings: Kansai Cool, pp. 189-193; Kyoto Lives, pp. 34-35 “Kajita Shinsho, the Path to Honen-in.”

11. Group/Individual Presentations on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter One “ City of Kanmu” pp. 1-19.

12. Discussion on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Two “City of Genji” pp. 20-36; Kyoto Lives, p. 78 “
Setouchi Jakucho--The Tale of Genji.”

13. Summer Festivals: Gion Matsuri―history and traditions 
Reading: World Heritage document on “Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival.”

14. Summer Festivals: Gion Matsuri―visual arts

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters of the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

アメリカ文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２４３
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 LUDVIK，Catherine

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 木2 授業

形態 実習 使用
言語 英語

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II
 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students’ general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Kyoto's Water Culture: function and impact of water in the lives, culture, and religion of Kyoto people
Reading: Kansai Cool, pp. 39-42.
Assigned Viewing: Documentary Film “Water, the Lifeblood of Kyoto” (http://fod.infobase.com/p_
ViewPlaylist.aspx?AssignmentID=83NZ6P).

2. Kyoto Gardens: history, features, and aesthetics
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 91-95 “Dry Landscapes”; pp. 133-138 “Tea Garden”“Tea
Room”.

3. Kyoto Machiya Townhouses: architectural features, functions
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 164-165; Jurgenhake, Birgit, “The qualities of the Machiya: An 
Architectural Research of a Traditional House in Japan” (2011, http://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:a9f98f2a-6be7-4693-92ad-26507e69666e?collection=research)

4. Kyoto Machiya Townhouses: contemporary preservation measures 
Readings: World Monuments Fund, “Machiya Townhouses” (https://www.wmf.org/project/machiya-
townhouses); Kyoto Machiya Revitalization Project (http://kyoto-machisen.jp/wmf-machiya-project/).

5. Individual/Group Presentations on Kyoto Architecture

6. Discussion on Kyoto Architecture

7. Kyoto Imperial Palace: architectural features and gardens
Reading: Judith Clancy, Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital (Stone Bridge Press, 2008), pp. 29-
36.

8. Kyoto State Guesthouse and traditional artisanry
In-class Viewing: Documentary Film “Traditional Skills in the Kyoto State Guest House” (Kyoto 
Convention Bureau, 1990).

9. Imperial Convents and Cultural Preservation: Hokyoji and Dolls
Readings: Kansai Cool, pp. 77-81; Amamonzeki: A Hidden Heritage, Treasures of the Japanese Imperial 
Convents (The Sankei Shinbun, 2009), pp. 120-123; Hokyoji restoration handout.

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

10. Autumn Festivals: Festival of the Ages (Jidai Matsuri) and Kurama Fire Festival (Hi Matsuri)
Reading: Kyoto Lives, pp. 10-12 “Festival of the Ages” by John Dougill; additional handouts. 

11. Kyoto Cuisine: types, features
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 223-225; Donald Richie, “A Taste of Japan, Introduction”
(Kodansha, 1993), pp. 8-12.

12. Kyoto Cuisine: aesthetics
Readings: Kansai Cool, “The Still Point: Authenticity Within an Evolving Cuisine,” pp. 93-105.
Assignment: Cuisine worksheet.

13. Individual/Group Presentations Based on Kyoto Lives Interviews

14. Discussion Based on Kyoto Lives Interviews

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/ backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

アメリカ文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２４４
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水3 授業

形態 実習 使用
言語 英語

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

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

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

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

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

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

 [参考書等]
（参考書）

Higginson, William J. 『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A. 『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

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

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

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



文献文化学系２４５
授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 Stephen Gill

配当
学年  2回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月3 授業

形態 実習 使用
言語 英語

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

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

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

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

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

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

 [参考書等]
（参考書）

Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J. 『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin 『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

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

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

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



文献文化学系２４６
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス文学)(講義)
French Literature (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 永盛　克也

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 火2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 フランス文学における「神話」の表象
 [授業の概要・目的]
フランス文学における「神話」の表象の諸相をフランス文学の伝統の中に位置づけて理解すること
を目的とする。

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

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいに対応して順序やテーマを
変更することがある。

第１回　イントロダクション　神話と文学
第２回　トロイア戦争（１）―ラシーヌ『アンドロマック』
第３回　トロイア戦争（２）―フェヌロン『テレマックの冒険』
第４回　トロイア戦争（３）―ジロドゥー『トロイ戦争は起こらない』
第５回　オイディプス―コクトー『地獄の機械』
第６回　アンティゴネー―アヌイ『アンティゴーヌ』
第７回　オルフェウス―コクトー『オルフェ』
第８回　ナルキッソス―ラ・フォンテーヌ『寓話』、ヴァレリー『ナルシス断章』
第９回　アンフィトリオン―モリエール『アンフィトリオン』、ジロドゥー『アンフィトリオン38』

第１０回　ドン・ファン―モリエール『ドン・ジュアン』
第１１回　妖精物語―ペロー『童話集』
第１２回　ナポレオン―スタンダール、バルザック
第１３回　神話と神話作用（１）
第１４回　神話と神話作用（２）
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（１００％）

系共通科目(フランス文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(フランス文学)(講義)(2)

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で抜粋を読んだ作品を通して読んでみること、授業で紹介する関連図書を参照することが望ま
れる。

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



文献文化学系２４７
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス文学)(講義)
French Literature (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 増田　眞

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 火2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 近代フランス小説の変遷―18-20世紀―
 [授業の概要・目的]
　小説が文学において中心的な位置を占めることは自明のことのように思われがちであるが、実際
にはそれは比較的新しい事態である。また、小説が文学ジャンルとして確固たる地位を築いてから
も、小説観は多くの変遷を経ており、それは当然、作品にも影響している。この講義では、18世紀
から20世紀までの何人かの作家（あるいはいくつかのグループや潮流）の作品を取り上げ、その時
代の小説ジャンルが目指した文学的意味と、作品形式の関係を概観する。あつかう予定の作家は、
マリヴォー、ルソー、スタンダール、バルザック、フロベール、ゾラ、プルースト、カミュなど。

 [到達目標]
フランス近代小説の流れを理解し、抜粋と翻訳を通して各時代の代表的な作品の実際に触れること。

 [授業計画と内容]
　小説ジャンルの変遷と各時代の特徴を概観しつつ、それぞれの時代について何人かの作家を取り
上げ、その主要な小説作品の抜粋を紹介しながら、作品の形式や中心的なテーマを論ずる。
　１回目で全体の紹介をしたのち、２～３回目で18世紀の小説、４～８回目で19世紀の小説、９～
15回目で20世紀の小説を紹介する予定。（多少変更の可能性あり。）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業で取り上げられた作家、作品についてレポートを提出してもらう予定。

 [教科書]
プリントを使用する。

 [参考書等]
（参考書）
田村毅、塩川徹也編『ふらんす文学史』（東京大学出版会）
横山安由美、朝比奈美知子編著『はじめて学ぶフランス文学史』（ミネルヴァ書房）

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



文献文化学系２４８
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス語学)(講義)
French Language (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 田口　紀子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 フランス語学講義Ⅰ
 [授業の概要・目的]
フランス語の歴史について概説した後、フランス語学の基本的概念を説明し、言語学的アプローチ
による小説作品の分析の方法とその意味について、実際の小説テクストを読みながら解説する。

 [到達目標]
フランス語の歴史の概要を理解したうえで、フランス語学の基本概念を習得し、文学テクストの言
語学的分析の方法を身につける。
 [授業計画と内容]
はじめにフランス語の歴史を概説したあと、いくつかの言語学的トピックを取り上げ解説する。あ
わせてフランス文学のテクストでの具体的な用例を分析し、作品中でのそれぞれのトピックの機能
を説明する。１課題に３～５回の授業を当てる。
１．フランス語の歴史　　
２．ソシュールと言語学の基本概念
３．フィクションの構造　
４．直説法半過去の物語機能　
　　

 [履修要件]
フランス語初級を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と定期試験。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。
（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４９
授業科目名
　<英訳>

系共通科目（フランス語学）(講義)
French Language (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 田口　紀子

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 フランス語学講義Ⅱ
 [授業の概要・目的]
フランス語学の基本的概念を説明し、言語学的アプローチによる小説作品の分析の方法とその意義
について、実際の小説テクストを読みながら概説する。

 [到達目標]
フランス語学の基本概念を習得し、文学テクストの言語学的分析の方法を身につけることで、フラ
ンス小説の言語学的構造を理解し、個々の作品の特徴を抽出することができる。
 [授業計画と内容]
いくつかの言語学的トピックを取り上げて、文学テクストでの用例とその機能を解説する。1課題
に２～４回の授業をあてる。
１．話法と内的独白
２．視点の問題
３．映し手と語り手
　など

 [履修要件]
フランス語学講義Ⅰを履修していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と定期試験。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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



文献文化学系２５０
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習Ｉ)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

准教授文学研究科 永盛　克也
准教授文学研究科 村上　祐二

配当
学年  3回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 月2 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目  Introduction à  l'analyse des textes littéraires
 [授業の概要・目的]
フランス語読解力の養成を主眼としつつ、テクスト解釈法 explication de texte や批評的文章の和訳
・要約などを通じてフランス文学の研究方法の入門指導をする。
フランス語学フランス文学専修の3回生にとっては必修の授業。

 [到達目標]
文学的テクストの分析手法やコメンタリー執筆の手順を身につけること、中級程度のフランス語で
書かれたフランス文学に関する研究文献を読めるようになること。
 [授業計画と内容]
前期は永盛が担当し、テクスト解釈法 explication de texte やコメンタリー執筆 commentaire composé 
の実際を学ぶ。さまざまなジャンルの文学的テクストを対象として、基礎的な読解力を養うととも
に、分析結果の文章化の仕方も学ぶことによってフランス文学研究の基本的な技法を身につけるこ
とをめざす。
後期は村上が担当し、批評的文章や研究書・研究論文の読解への入門を行う。文学研究において重
要となる概念や理論、あるいは文学史に関する論文を読解の対象とし、和訳や要約のプロセスを通
して内容の理解を目指すとともに、アカデミックな文体のフランス語の読み方を学ぶ。卒業論文準
備の過程でフランス語の研究文献を参照する際に、内容を正確に理解するための訓練ともなる。

 [履修要件]
中級程度のフランス語の語学力が必要

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業での発表と課題の提出）が重視される（80~90%）。そのほかに、学期末のレポート
が課されることもある（10~20%）。担当教員は途中で交代するが，通年講義なので必ず前期、後
期ともに履修すること。

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
平常点が重視されるので、次回授業分の訳読の予習を全員がすることが求められる。
（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５１
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 増田　眞

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 中級フランス語作文演習
 [授業の概要・目的]
和文仏訳を通して中級程度のフランス語作文の練習を行う。毎回異なる課題にもとづいてさまざま
な文章の習得をめざす。課題は説明と練習問題からなり、授業ではあらかじめ書いてきてもらった
練習問題について検討を行うのが中心的な作業となる。
　形式上はセメスター制だが、内容的には通年なので、前後期通して受講することが望ましい。

 [到達目標]
中級程度のフランス語を書けるようになることをめざす。基本構文の習得に力を置く。

 [授業計画と内容]
１回目は全体の説明を行う。２回目以降の内容は以下のような予定。
I.関係代名詞
II.間接話法、間接疑問等
III.否定と強調
IV.非人称構文
V.時間の表現（１）：時制の使い方
VI.半助動詞と動詞句
VII.使役と放任、等
VIII.受動態等
IX.名詞構文
X.数量や程度の表現
XI.比較の表現
XII.時間の表現(2)
XIII.判断、感情の表現

 [履修要件]
中級程度のフランス語力が必要。また、授業の性質上、毎回予習が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は平常点による。授業中に実際に作文を書いた回数に応じて採点する。（ただし参加者の人数
等により回数は変動するので、厳密な数値基準があらかじめ決まっているわけではない。）

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
新倉俊一他『改訂版フランス語ハンドブック』（白水社）
島田昌治他『会話作文フランス語表現辞典』（朝日出版社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
説明は自分で読み、作文の練習問題をやった上で参加することが求められる。（具体的には授業中
に指示する。）

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



文献文化学系２５２
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 増田　眞

配当
学年  3回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 中級フランス語作文演習（後期）
 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、和文仏訳を中心とした仏作文の授業を行う。最後の数回はまとまった文章を書く
練習をする。
　形式上はセメスター制だが、内容的には通年なので、前後期通して受講することが望ましい。

 [到達目標]
中級程度のフランス語が書けるようになることをめざす。基本的な構文や表現の習得に重点を置く。

 [授業計画と内容]
内容は前期の続き。（XIV課から始まる。）
XIV.願望、依頼、命令、提案の表現など
XV.知識、理解、伝達の表現
XVI.義務、必要、可能性の表現
XVII.条件、仮定、推測の表現
XVIII.理由、対立、譲歩の表現
XIX.目的、結果の表現
XX.存在、状態、変化などの表現
XXI.移動、運搬、空間、方向の表現
XXII.日本語基本表現の訳し方(1)
XXIII.日本語基本表現の訳し方(2)
XXIV.文から段落へ
XXV.短い叙述文を書く
XXVI.短い論説文を書く
XXVII.フランスにおける作文課題の類型

 [履修要件]
中級程度のフランス語力が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は平常点による。授業中に実際に作文を書いた回数に応じて点数が左右される。（参加者の人
数などにより、基準もある程度変動する。）

 [教科書]
プリントを配布する。

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [参考書等]
（参考書）
新倉俊一他『改訂版フランス語ハンドブック』（白水社）
島田昌治他『会話作文フランス語表現辞典』（朝日出版社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の性質上、毎回、予習が必要となる。その他は授業中に指示する。

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



文献文化学系２５３
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習II)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 増田　眞

配当
学年  4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 卒業論文演習Ⅰ
 [授業の概要・目的]
批評文を読みながら、様々な文学批評の方法について理解を深めると同時に、卒業論文の準備や作
成の方法を習得する。

 [到達目標]
フランス語学フランス文学についての卒業論文を作成するための基本的方法を理解し、執筆に必要
な基礎力を養う。
 [授業計画と内容]
文学理論や批評のテクストの抜粋を読むことで、抽象的なテクストの読解力を高め、同時に様々な
文学批評の方法について理解を深める。
第１回　授業や教材の紹介
第２回～第15回　批評文などの講読

 [履修要件]
本年度に卒業論文を提出する予定であること。
フランス語学フランス文学専修の４回生にとっては必修科目。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。
（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５４
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 永盛　克也

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 月3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 フランス文学の古典を読む
 [授業の概要・目的]
フランス20世紀の作家サン＝テグジュペリ（Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944）の代表作『夜間飛
行』Vol de nuit（1931）の抜粋を精読する。
　
　
　

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。
 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第15回　音読も重視しつつ、訳読を進める。文法的な説明の他、文体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習と授業への積極的な参加が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（90%）と期末課題（10％）

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５５
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村上　祐二

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 月3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 プルースト『失われた時を求めて』を読む
 [授業の概要・目的]
フランス19・20世紀文学を代表する小説家マルセル・プルースト（Marcel Proust, 1871-1922）の小
説『失われた時を求めて』（A la recherche du temps perdu, 1913-1927）の第一巻『スワン家のほうへ』
(1913)第一部「コンブレー」の抜粋を精読する。

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。
 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第15回　いくつかの章の抜粋を、音読も重視しつつ丁寧に読み進める。文法的な説明の他、
文体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５６
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 非常勤講師 小柏　裕俊

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3 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 トゥルニエ『夜ふかしのコント』を読む
 [授業の概要・目的]
文学作品を読むことを通して、すでに学んだフランス語文法事項を確認し、語彙力をつけ、文学や
文化についての理解を深める。ミシェル・トゥルニエ（Michel Tournier, 1924-2016）の児童文学短
編集『夜ふかしのコント』（les Contes du médianoche）より数編を読む。伝説や古典を下敷きとし
た作品の名手である小説家トゥルニエは児童文学作品も多数著している。ストーリーラインは明解
なものでありながらも、作品には同時代についての思索や哲学的な問いが込められている。伝説や
古典を「書き直す」ことの面白さも意識しつつ、それらを取り上げ精読する。

 [到達目標]
辞書さえあればフランス語で書かれた文章を読むことができるという感覚を身につける。
 [授業計画と内容]
　第１回　イントロダクション（ミシェル・トゥルニエおよび本授業で取り上げる作品について概
説する）
　第２回～第１４回『夜ふかしのコント』精読。毎回、担当者が訳読するかたちで進める。５編程
度取り上げる予定だが、進度及び学生の理解度に応じて変更する。
　第１５回　まとめ（作品全体を振り返り、自由に意見・感想を述べ合う）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当個所の読解・翻訳により評価する。

 [教科書]
最初の授業でプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当者は訳文を準備してくる。担当者以外も予習は必須、少なくとも訳読して授業に臨むこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５７
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授人間・環境学研究科 多賀　茂

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 金2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 現代思想を原語で読む
 [授業の概要・目的]
文体・用語法等の特徴に注目しながら思想家の文章を講読することによって、その思想の理解を一
層深める。

 [到達目標]
将来の研究のための十分な基礎となるレベルまで、フランス語の読解能力を高めることをめざす。
 [授業計画と内容]
Lecture de quelques textes de quelques philosophes contemporains

1. 全体の解説　
2～4. 　ジル・ドゥルーズのテキスト
5～7. 　ジャック・ラカンのテキスト
8～10.　ロラン・バルトのテキスト
11～13.　ジャック・デリダのテキスト
14.まとめ

 [履修要件]
フランス語の初級文法以上の知識を持っていること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業での発表にもとづく平常点（70パーセント）と最終日に行う小テスト（30パーセント）
を合わせて評価する

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：次回に進む部分を自ら訳してみておくこと
復習：自分が間違ったところを、しっかり理解しておくこと
（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５８
授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学（外国語実習）
French Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 特定外国語担当准教授文学研究科 Charles VINCENT

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 火4 授業

形態 実習 使用
言語 フランス語

題目 Grammaire et expression. Initiation à l'analyse linguistique et stylistique.
 [授業の概要・目的]
La grammaire, le lexique, la logique du discours, sont les objets de ce cours, qui débouchera sur une initiation 
à la stylistique. Les étudiants seront sensibilisés à l'idée que les faits de langue sont aussi des faits de style : le 
sens que l'on veut donner à un message passe par le choix d'une manière de s'exprimer.

 [到達目標]
Le but de ce cours est d'aider les étudiants à utiliser les structures linguistiques les plus appropriées à leurs 
intentions de communication, et de leur apprendre à analyser le sens de tout type de texte (pas nécessairement 
littéraire) à partir de son organisation formelle.

 [授業計画と内容]
Le cours se déroule sous la forme d'exercices variés : questionnaires, énoncés à compléter, rédaction de textes 
simples, transformations de phrases liées à des variations de points de vue. Les structures gammaticales, les 
champs lexicaux, les outils de l'énonciation, les catégories du récit et du discours, sont les objets de ces 
travaux pratiques et de cet apprentissage.

 [履修要件]
Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année qui se spécialisent en littérature française. Mais tous les 
étudiants souhaitant ou devant utiliser le français dans le cadre de leurs recherches peuvent y trouver un 
intérêt.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
L'évaluation se fondera sur la participation aux exercices proposés tout au long de l'année.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学（外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学（外国語実習）(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Le travail personnel consistera principalement en exercices de grammaire et d'expression (pouvant prendre la 
forme de courts textes à rédiger), ainsi qu'en lectures de textes relativement courts (articles de presse, extraits 
de romans et d'essais, qui ne dépasseront pas une page).

（その他（オフィスアワー等））
Le professeur n'assure pas de permanence, mais est à la disposition de tous les étudiants qui souhaitent 
prendre rendez-vous.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５９
授業科目名
　<英訳>

系共通科目(イタリア語学イタリア文学)(講義)
Italian Language and Literature (Lectures)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村瀬　有司

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 火2 授業

形態 講義 使用
言語 日本語

題目 イタリア文学史講義
 [授業の概要・目的]
　イタリア文学は中世から現代に至るまで長期にわたって多数の傑作を生みだしている。特に14世
紀から16世紀の俗語文学は、イタリアのみならず広くヨーロッパ諸地域の文学作品に影響を及ぼし
た。本講義ではこの時代の主要な詩人と作品を紹介しながら、イタリア語とイタリア文学の歴史を
概観する。　

 [到達目標]
①　イタリア語とイタリア文学についての基礎的な知識を身につける。
②　西洋文学の重要概念について理解を深める。

 [授業計画と内容]
（前期）
第1回：はじめに

第2-14回：以下のトピックを概観する。
・イタリア語（俗語）の成立について
・イタリア文学の元祖、シチリア派の詩人たち
・ダンテと『神曲』について
・ペトラルカと『カンツォニエーレ』
・ボッカッチョと『デカメロン』

第15回：フィードバック（授業中に指示）

（後期）
第1回～14回：以下の項目を概観する。
・人文主義について
・騎士物語（ボイアルドとアリオスト）
・言語論争
・マキァベッリと『君主論』
・インプレーザとメタファーについて
・創作理論の探求（トルクァート・タッソの詩論とその作品）

第15回　フィードバック（授業中に指示）

　

系共通科目(イタリア語学イタリア文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(イタリア語学イタリア文学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）、前期・後期ともに出席確認をかねた質問票を数回配布する予定。
各期末のレポート（70％）。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する作品や論考を、積極的に読んでみること。

（その他（オフィスアワー等））
なし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２６０
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 神戸大学　留学生センター　教授 河合　成雄

配当
学年  2回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2018・
通年 曜時限 金5 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目  Luigi Pirandelloの作品に見られる「狂気」について
 [授業の概要・目的]
イタリア現代文学の重要な作家ピランデッロの作品に親しむとともに、文学史的に位置づけること
も学ぶ。同時に、イタリア語の基礎的な読解力を習得する。

 [到達目標]
授業時の読み物だけでなく、自主的に読解する力を養う。さらには、文学史的に作品を考察する力
を身につける。
 [授業計画と内容]
ピランデッロの短篇小説と戯曲に慣れ親しみながら、「狂気」をテーマに追いつつ作品を鑑賞する。

前期
最初３週間は時代背景、文学史的な説明をしながら簡単なイタリア語の文章を読む。
第4回～第6回　ピランデッロの比較的よく知られた短篇小説を抜粋し、毎回1作品を鑑賞する。
第7回～第9回　ピランデッロの初期の戯曲から一遍を抜粋して精読する。
第10回以降　『エンリーコ四世』から抜粋して、"follia"をめぐって精読する。

後期
第1回～第6回　『エンリーコ四世』以外の作品での"follia"の扱われ方を見ていく。第７回以降は、
ピランデッロの作品の批評や論文なども読み、作品の文学史的な位置づけなども考える。
第15回　期末試験
第16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]
年度末試験（50%)と通常の授業時の発表(50%)から評価する。

 [教科書]
テキストはコピーして配布

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
特になし
 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず次回に読む部分については予習すること。詳細については授業時に指示する。
（その他（オフィスアワー等））
少人数が予想されるので授業時間後に対応。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２６１
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村瀬　有司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
前期 曜時限 水4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 イタリア史概説講読（前期）
 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第5章<
L'Italia franca, l'anarchia feudale e l'impero romano-germanico>を精読する。
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれる。
　また著者サルヴァトレッリの文章はオーソドックスなイタリア語散文であり、これを精読するこ
とで伊語テクストの読解力を効率よく身につけることができる。この読解力の養成が授業の主要な
目的となる。　
　

 [到達目標]
・平易なイタリア語文献を自力で読解できるようになること。
・イタリア史の基礎知識を習得すること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション）
　使用テキストと講読対象の章について概説する。あわせて授業の進め方、小テスト、評価方法に
ついて説明をする。テキストの冒頭部分を実際に読みながらイタリア語の読解にあたって注意すべ
き点を確認する予定。

第2回～第14回（上記の第5章の講読）
　必要に応じて文法事項を確認しながら精読する。重要な専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1ページを目処にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに把握することに努めてもらいたい。
　授業終了後は、読み違えた箇所や、文法知識の曖昧なところを確認することが肝要。また小テス
トでチェックされた点を見直すことも大事。

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



文献文化学系２６２
授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 村瀬　有司

配当
学年  2回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2018・
後期 曜時限 水4 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 イタリア史概説講読（後期）
 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第18章
<Il Risorgimento>を精読する。
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれる。
　また著者サルヴァトレッリの文章はオーソドックスなイタリア語散文であり、これを精読するこ
とで伊語テクストの読解力を効率よく身につけることができる。この読解力の養成が授業の主要な
目的となる。　

 [到達目標]
・イタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。
・イタリア史の基礎知識を習得すること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション）
　後期の講読個所について概説する。授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をした後、
テキストの冒頭部分を実際に読み始める予定である。

第2回～第14回（上記第18章の講読）
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながら精読する。専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1.5ページを目標にテキストを読み進めていく予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講読)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに理解することを心がけてもらいたい。
　授業終了後は、読み違えた箇所や文法知識の曖昧なところを確認することが重要。また小テスト
でチェックされた点を見直すことも大事。

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


