
【文献文化学】

専修・科目 講義形態
M631001 東洋文献文化学系英語論文実習 実習 1 前期 木1 Tao PAN 大学院系共通科目 文献文化学系1

M631002 東洋文献文化学系英語論文実習 実習 1 後期 木1 Tao PAN 大学院系共通科目 文献文化学系2

1330001 国語学国文学 特殊講義 4 通年 月2 河村　瑛子 文献文化学系3

1330003 国語学国文学 特殊講義 4 通年 水5 田中　草大 文献文化学系4

1330002 国語学国文学 特殊講義 4 通年 火2 池田　恭哉 文献文化学系5

1331001 国語学国文学 特殊講義 2 前期 水4 須田　千里 文献文化学系6

1331002 国語学国文学 特殊講義 2 後期 水4 須田　千里 文献文化学系7

1331003 国語学国文学 特殊講義 2 前期 木2 佐野　宏 文献文化学系8

1331004 国語学国文学 特殊講義 2 後期 木2 佐野　宏 文献文化学系9

1331005 国語学国文学 特殊講義 2 前期 水3 長谷川　千尋 文献文化学系10

1331006 国語学国文学 特殊講義 2 後期 水3 長谷川　千尋 文献文化学系11

1331009 国語学国文学 特殊講義 2 前期 集中 大谷　節子 文献文化学系12

1340001 国語学国文学 演習 4 通年 金5 大槻　信 文献文化学系13

1340003 国語学国文学 演習 4 通年 月4 河村　瑛子 文献文化学系14

1340004 国語学国文学 演習 4 通年 月3 田中　草大 文献文化学系15

1341001 国語学国文学 演習 2 前期 火4 緑川　英樹 文献文化学系16

1341002 国語学国文学 演習 2 後期 火4 緑川　英樹 文献文化学系17

1341003 国語学国文学 演習 2 前期 水2 本井　牧子 文献文化学系18

1341004 国語学国文学 演習 2 後期 水2 本井　牧子 文献文化学系19

1341005 国語学国文学 演習 2 前期 金2 橋本　行洋 文献文化学系20

1341006 国語学国文学 演習 2 後期 金2 橋本　行洋 文献文化学系21

1341007 国語学国文学 演習 2 前期 木3 峯村　至津子 文献文化学系22

1341008 国語学国文学 演習 2 後期 木3 峯村　至津子 文献文化学系23

M112001 国語学国文学 演習 4 通年 木5 大槻　信 文献文化学系24

M112002 国語学国文学 演習 4 通年 火5 金光　桂子 文献文化学系25

M114001 国語学国文学 修論演習 4 通年 水1 大槻　信,金光　桂子,河村　瑛子,田中　草大 文献文化学系26

1431001 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 火1 永田　知之 文献文化学系27

1431002 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 火1 永田　知之 文献文化学系28

1431003 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 火2 道坂　昭廣 文献文化学系29

1431004 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 火2 道坂　昭廣 文献文化学系30

1431005 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 月3 木津　祐子 文献文化学系31

1431006 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 火3 松江　崇 文献文化学系32

1431007 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 火3 松江　崇 文献文化学系33

1431008 中国語学中国文学 特殊講義 2 後期 金1 野原　将揮 文献文化学系34

1431009 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 金1 野原　将揮 文献文化学系35

1431012 中国語学中国文学 特殊講義 2 前期 集中 浅見　洋二 文献文化学系36

1464001 中国語学中国文学 外国語実習 1 前期 木4 王　宜瑗 文献文化学系37

1464002 中国語学中国文学 外国語実習 1 後期 木4 王　宜瑗 文献文化学系38

M123001 中国語学中国文学 演習 2 前期 月2 成田　健太郎 文献文化学系39

M123002 中国語学中国文学 演習 2 後期 月2 成田　健太郎 文献文化学系40

M123005 中国語学中国文学 演習 2 前期 水4 緑川　英樹 文献文化学系41

M123006 中国語学中国文学 演習 2 後期 水4 緑川　英樹 文献文化学系42

M123007 中国語学中国文学 演習 2 通年 水2 木津　祐子,緑川　英樹,成田　健太郎 文献文化学系43

1530001 中国哲学史 特殊講義 4 通年 金5 宇佐美　文理 文献文化学系44

1530002 中国哲学史 特殊講義 4 通年 水1 池田　恭哉 文献文化学系45

1531001 中国哲学史 特殊講義 2 前期 集中 三浦　秀一 文献文化学系46

1531002 中国哲学史 特殊講義 2 前期 火1 永田　知之 文献文化学系47

1531003 中国哲学史 特殊講義 2 後期 火1 永田　知之 文献文化学系48

1531004 中国哲学史 特殊講義 2 前期 木2 倉本　尚徳 文献文化学系49

1531005 中国哲学史 特殊講義 2 後期 木2 倉本　尚徳 文献文化学系50

1531006 中国哲学史 特殊講義 2 前期 火4 船山　徹 文献文化学系51

1531007 中国哲学史 特殊講義 2 後期 火4 船山　徹 文献文化学系52

1540001 中国哲学史 演習 4 通年 水5 宇佐美　文理 文献文化学系53

1540002 中国哲学史 演習 4 通年 月2 池田　恭哉 文献文化学系54

1541001 中国哲学史 演習 2 前期 金3 吉本　道雅 文献文化学系55

1541002 中国哲学史 演習 2 後期 金3 吉本　道雅 文献文化学系56

1541003 中国哲学史 演習 2 前期 月3 古勝　隆一 文献文化学系57

1541004 中国哲学史 演習 2 後期 月3 古勝　隆一 文献文化学系58

1541005 中国哲学史 演習 2 前期 金2 中　純夫 文献文化学系59

1541006 中国哲学史 演習 2 後期 金2 中　純夫 文献文化学系60

1633001 インド古典学 特殊講義 2 後期 金3 横地　優子 文献文化学系61

1633002 インド古典学 特殊講義 2 前期 火2 VASUDEVA,Somdev 文献文化学系62

1633003 インド古典学 特殊講義 2 後期 火2 VASUDEVA,Somdev 文献文化学系63

1633004 インド古典学 特殊講義 2 前期 金2 高橋　健二 文献文化学系64

1633007 インド古典学 特殊講義 2 後期 水3 CATT, Adam Alvah 文献文化学系65

1633008 インド古典学 特殊講義 2 前期 水3 CATT, Adam Alvah 文献文化学系66

1633010 インド古典学 特殊講義 2 前期 水5 Tao PAN 文献文化学系67

1633011 インド古典学 特殊講義 2 後期 水5 Tao PAN 文献文化学系68

1644003 インド古典学 演習 2 前期 金3 横地　優子 文献文化学系69
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1644004 インド古典学 演習 2 前期 火5 VASUDEVA,Somdev 文献文化学系70

1644011 インド古典学 演習 2 後期 火5 VASUDEVA,Somdev 文献文化学系71

1644007 インド古典学 演習 2 前期 水2 天野　恭子 文献文化学系72

1644008 インド古典学 演習 2 前期 月2 Tao PAN 文献文化学系73

1644001 インド古典学 演習 2 後期 月2 Tao PAN 文献文化学系74

1644002 インド古典学 演習 2 後期 月3 Tao PAN 文献文化学系75

1644005 インド古典学 演習 2 前期 木4 山口　周子 文献文化学系76

1644006 インド古典学 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 文献文化学系77

1644009 インド古典学 演習 2 前期 火1 横地　優子, VASUDEVA,Somdev, Tao PAN 文献文化学系78

1644010 インド古典学 演習 2 後期 火1 横地　優子, VASUDEVA,Somdev,Tao PAN 文献文化学系79

1653001 インド古典学 講読 2 前期 月4 横地　優子 文献文化学系80

1653002 インド古典学 講読 2 後期 月4 天野　恭子 文献文化学系81

1653003 インド古典学 講読 2 前期 木3 Tao PAN 文献文化学系82

1653004 インド古典学 講読 2 後期 木3 Tao PAN 文献文化学系83

1653006 インド古典学 講読 2 後期 火2 DEROCHE,Marc-Henri Jean 文献文化学系84

9616001 インド古典学/仏教学 語学 4 通年 月4 山口　周子 大学院共通科目 文献文化学系85

9617001 インド古典学/仏教学 語学 8 通年 月5,木5 Tao PAN 大学院共通科目 文献文化学系86

9633001 インド古典学 語学 4 通年 金5 小松　久恵 大学院共通科目 文献文化学系87

9659001 インド古典学 語学 2 前期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 文献文化学系88

9660001 インド古典学 語学 2 後期 火3 西岡　美樹 大学院共通科目 文献文化学系89

1831001 仏教学 特殊講義 2 前期 水3 宮崎　泉 文献文化学系90

1831002 仏教学 特殊講義 2 後期 水3 宮崎　泉 文献文化学系91

1831003 仏教学 特殊講義 2 前期 火4 船山　徹 文献文化学系92

1831004 仏教学 特殊講義 2 後期 火4 船山　徹 文献文化学系93

1831005 仏教学 特殊講義 2 前期 木5 室寺　義仁 文献文化学系94

1831006 仏教学 特殊講義 2 後期 木5 室寺　義仁 文献文化学系95

1831007 仏教学 特殊講義 2 後期 金2 DEROCHE,Marc-Henri Jean 文献文化学系96

1831008 仏教学 特殊講義 2 前期 木2 倉本　尚徳 文献文化学系97

1831009 仏教学 特殊講義 2 後期 木2 倉本　尚徳 文献文化学系98

1831010 仏教学 特殊講義 2 前期 金2 DEROCHE,Marc-Henri Jean 文献文化学系99

1841001 仏教学 演習 2 前期 火3 宮崎　泉 文献文化学系100

1841002 仏教学 演習 2 後期 火3 宮崎　泉 文献文化学系101

1841003 仏教学 演習 2 前期 集中 加納　和雄 文献文化学系102

1841004 仏教学 演習 2 前期 水4 熊谷　誠慈 文献文化学系103

1841005 仏教学 演習 2 後期 水4 熊谷　誠慈 文献文化学系104

1841006 仏教学 演習 2 前期 火2 佐藤　直実 文献文化学系105

1841007 仏教学 演習 2 後期 月5 志賀　浄邦 文献文化学系106

1841008 仏教学 演習 2 前期 木4 山口　周子 文献文化学系107

1841009 仏教学 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 文献文化学系108

1841010 仏教学 演習 2 後期 水5 岸野　良治 文献文化学系109

1851001 仏教学 講読Ｉ 2 前期 木3 Tao PAN 文献文化学系110

1851002 仏教学 講読Ｉ 2 後期 木3 Tao PAN 文献文化学系111

1853002 仏教学 講読II 2 後期 火2 DEROCHE,Marc-Henri Jean 文献文化学系112

9628001 仏教学 語学 2 前期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 文献文化学系115

9629001 仏教学 語学 2 後期 水1 宮崎　泉 大学院共通科目 文献文化学系116

9630001 仏教学 語学 2 前期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 文献文化学系117

9630002 仏教学 語学 2 後期 月1 高橋　慶治 大学院共通科目 文献文化学系118

3131003 西洋古典学 特殊講義 2 前期 月3 河島　思朗 文献文化学系119

3131004 西洋古典学 特殊講義 2 後期 月3 河島　思朗 文献文化学系120

3131001 西洋古典学 特殊講義 2 前期 木2 河島　思朗 文献文化学系121

3131002 西洋古典学 特殊講義 2 後期 木2 河島　思朗 文献文化学系122

3141001 西洋古典学 演習 2 前期 水3 竹下　哲文 文献文化学系123

3141002 西洋古典学 演習 2 後期 金3 平山　晃司 文献文化学系124

3141003 西洋古典学 演習 2 後期 水3 竹下　哲文 文献文化学系125

3141004 西洋古典学 演習 2 前期 金4 竹下　哲文 文献文化学系126

3141005 西洋古典学 演習 2 後期 金4 竹下　哲文 文献文化学系127

3141006 西洋古典学 演習 2 前期 月5 河島　思朗 文献文化学系128

3141007 西洋古典学 演習 2 後期 月5 河島　思朗 文献文化学系129

3141008 西洋古典学 演習 2 前期 火3 早瀬　篤 文献文化学系130

3141009 西洋古典学 演習 2 後期 火3 早瀬　篤 文献文化学系131

3151001 西洋古典学 講読 2 前期 火4 竹下　哲文 文献文化学系132

3151002 西洋古典学 講読 2 後期 火4 竹下　哲文 文献文化学系133

3151003 西洋古典学 講読 2 前期 火2 山下　修一 文献文化学系134

3151004 西洋古典学 講読 2 後期 火2 山下　修一 文献文化学系135

3231001 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 前期 火4 堀口　大樹 文献文化学系136

3231002 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 火4 堀口　大樹 文献文化学系137

3231003 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 月4 中村　唯史 文献文化学系138

3231005 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 前期 月4 中村　唯史 文献文化学系139

3231006 スラブ語学スラブ文学 特殊講義 2 後期 金3 有宗　昌子 文献文化学系140

3241001 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 月3 中野　悠希 文献文化学系141
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3241002 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 火2 中村　唯史 文献文化学系142

3241003 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 火2 中村　唯史 文献文化学系143

3241004 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 木2 中村　唯史 文献文化学系144

3241005 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 木2 中村　唯史 文献文化学系145

3241006 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 金3 堀口　大樹 文献文化学系146

3241007 スラブ語学スラブ文学 演習 2 後期 月3 中野　悠希 文献文化学系147

3241011 スラブ語学スラブ文学 演習 2 前期 金1,金2 Fedorova Anastasia 前期後半8週 文献文化学系148

3251003 スラブ語学スラブ文学 講読 2 前期 水3 中村　唯史 文献文化学系149

3251004 スラブ語学スラブ文学 講読 2 後期 水3 中村　唯史 文献文化学系150

3251005 スラブ語学スラブ文学 講読 2 後期 金4 帯谷　知可 文献文化学系151

3251006 スラブ語学スラブ文学 講読 2 前期 火4 小山　哲 ポーランド語講読 文献文化学系152

9661001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目 文献文化学系153

9662001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 木4 Bogna Sasaki 大学院共通科目 文献文化学系154

9642001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目 文献文化学系155

9642002 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 木5 Bogna Sasaki 大学院共通科目 文献文化学系156

9646001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 後期 水2 田中　大 大学院共通科目 文献文化学系157

9647001 スラブ語学スラブ文学 語学 2 前期 水2 中村　唯史 大学院共通科目 文献文化学系158

3331001 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 金4 川島　隆 文献文化学系159

3331002 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 金4 松村　朋彦 文献文化学系160

3331005 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 金3 河﨑　靖 文献文化学系161

3331006 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 木3 TRAUDEN,Dieter 文献文化学系162

3331007 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 木3 TRAUDEN,Dieter 文献文化学系163

3331008 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 火3 岡田　暁生 文献文化学系164

3331009 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 後期 火3 岡田　暁生 文献文化学系165

M181001 ドイツ語学ドイツ文学 特殊講義 2 前期 火5 細見　和之 文献文化学系166

3345001 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 前期 金5 松村　朋彦,川島　隆 文献文化学系167

3345002 ドイツ語学ドイツ文学 演習III 2 後期 金5 松村　朋彦,川島　隆 文献文化学系168

M183001 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 前期 水2 松村　朋彦 文献文化学系169

M183002 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 水2 松村　朋彦 文献文化学系170

M183003 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 前期 水3 川島　隆 文献文化学系171

M183004 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 水3 川島　隆 文献文化学系172

M183005 ドイツ語学ドイツ文学 演習 2 後期 火5 細見　和之 文献文化学系173

M191002 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 水1 廣田　篤彦 文献文化学系174

M191003 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 金4 南谷　奉良 文献文化学系175

M191004 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月4 森　慎一郎 文献文化学系176

M191005 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 月4 小林　久美子 文献文化学系177

M191007 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 水5 谷口　一美 文献文化学系178

M191010 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 木2 滝沢　直宏 文献文化学系179

M191011 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 木2 滝沢　直宏 文献文化学系180

M191012 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月3 出口　菜摘 文献文化学系181

M191013 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月2 後藤　篤 文献文化学系182

M191014 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 月2 メドロック　麻弥 文献文化学系183

M191015 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 月5 吉田　恭子 文献文化学系184

M191016 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 木2 木島　菜菜子 文献文化学系185

M191017 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 木2 木島　菜菜子 文献文化学系186

M191018 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 金2 Michael Hofmeyr 文献文化学系187

M191019 英語学英米文学 特殊講義 2 後期 金2 Michael Hofmeyr 文献文化学系188

M191020 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 月2 西谷　茉莉子 文献文化学系189

M191021 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 集中 大地　真介 文献文化学系190

M191022 英語学英米文学 特殊講義 2 前期 集中 家入　葉子 文献文化学系191

M193001 英語学英米文学 演習 2 前期 火5 家入　葉子 文献文化学系192

M193002 英語学英米文学 演習 2 後期 火5 家入　葉子 文献文化学系193

M193003 英語学英米文学 演習 2 前期 水2 廣田　篤彦 文献文化学系194

M193004 英語学英米文学 演習 2 後期 水2 廣田　篤彦 文献文化学系195

M193005 英語学英米文学 演習 2 前期 火1 南谷　奉良 文献文化学系196

M193006 英語学英米文学 演習 2 後期 火1 南谷　奉良 文献文化学系197

M193007 英語学英米文学 演習 2 前期 月5 森　慎一郎 文献文化学系198

M193008 英語学英米文学 演習 2 後期 月3 森　慎一郎 文献文化学系199

M193009 英語学英米文学 演習 2 前期 水3 小林　久美子 文献文化学系200

M193010 英語学英米文学 演習 2 後期 水3 小林　久美子 文献文化学系201

3631001 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 木2 永盛　克也 文献文化学系202

3631002 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 前期 金2 森本　淳生 文献文化学系203

3631003 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 前期 水2 佐藤　淳二 文献文化学系204

3631004 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 木3 Justine LE FLOC'H 文献文化学系205

3631005 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 水2 佐藤　淳二 文献文化学系206

3631008 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 前期 水4 村上　祐二 文献文化学系207

3631010 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 金2 森本　淳生 文献文化学系208

3631012 フランス語学フランス文学 特殊講義 2 後期 月3 伊藤　玄吾 文献文化学系209

3645004 フランス語学フランス文学 演習 2 後期 木4 Justine LE FLOC'H 文献文化学系210

M202001 フランス語学フランス文学 演習 4 通年 火4 永盛　克也,村上　祐二 文献文化学系211



専修・科目 講義形態
科　目　名 単

位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者 備　　考講義コード シラバス連番

M203001 フランス語学フランス文学 演習 2 前期 火3 Éric AVOCAT 文献文化学系212

M203002 フランス語学フランス文学 演習 2 後期 火3 Justine LE FLOC'H 文献文化学系213

3731002 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 月2 村瀬　有司 文献文化学系214

3731003 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 月2 村瀬　有司 文献文化学系215

3731004 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 水3 Ida Duretto 文献文化学系216

3731005 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 水3 Ida Duretto 文献文化学系217

3731006 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 前期 水5 Ida Duretto 文献文化学系218

3731007 イタリア語学イタリア文学 特殊講義 2 後期 水5 Ida Duretto 文献文化学系219

3741001 イタリア語学イタリア文学 演習 2 前期 金2 村瀬　有司 文献文化学系220

3741002 イタリア語学イタリア文学 演習 2 後期 金2 村瀬　有司 文献文化学系221

3741003 イタリア語学イタリア文学 演習 2 前期 火4 河合　成雄 文献文化学系222

3741004 イタリア語学イタリア文学 演習 2 後期 火4 河合　成雄 文献文化学系223

3741005 イタリア語学イタリア文学 演習 2 通年 木2 村瀬　有司 文献文化学系224

M213001 イタリア語学イタリア文学 演習 2 後期 木4,木5 Ida DURETTO 文献文化学系225

3764001 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 1 前期 火3 Ida Duretto 文献文化学系226

3764002 イタリア語学イタリア文学 外国語実習 1 後期 火3 Ida Duretto 文献文化学系227



文献文化学系1

科目ナンバリング 　G-LET49 8M631 PE36　

授業科目名
　<英訳>

東洋文献文化学系英語論文実習
Academic English Writing

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Academic English Writing

 [授業の概要・目的]
Academic English writing skill belongs to the most demanded skills for the undergraduate and graduate 
students in all majors nowadays. Academic English writing is communicative as well as objective, which 
means that it is fact-based and free from personal pre-conceptions or opinions. In order to help the students 
prepare themselves for the writing samples and proposals for graduate or doctoral programmes, this course 
will introduce the guidelines for and specific procedures of academic English writing. 

 [到達目標]
This course aims at improving the students’ academic English writing skill and facilitate their preparation of 
the writing samples and proposals later.

 [授業計画と内容]
This course is scheduled for 15 weeks and consists of four parts: Part I Basics of academic writing (Week 1-
5); Part II Structure of the essay (Week 6-8); Part III Reading and secondary literature (Week 9-12); Part IV 
Tips and skills for better writing (Week 13-15). Every part is accompanied by the corresponding reading and 
writing exercises. Focuses include:
Research question and thesis statement
Structuring argument
Structuring information
Structuring paragraphs
Reading strategy 
Integrating sources (summary, review and critique)
Language styles (first person, active or passive)
Reference and format
Edit and revise (spelling and typos)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final assignment (50%).

東洋文献文化学系英語論文実習(2)へ続く↓↓↓



東洋文献文化学系英語論文実習(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed in class. Occasional writing assignments are 
expected.

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



文献文化学系2

科目ナンバリング 　G-LET49 8M631 PE36　

授業科目名
　<英訳>

東洋文献文化学系英語論文実習
Academic English Writing

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Academic English Writing

 [授業の概要・目的]
Academic English writing skill belongs to the most demanded skills for the undergraduate and graduate 
students in all majors nowadays. Academic English writing is communicative as well as objective, which 
means that it is fact-based and free from personal pre-conceptions or opinions. In order to help the students 
prepare themselves for the writing samples and proposals for graduate or doctoral programmes, this course 
will introduce the guidelines for and specific procedures of academic English writing. 

 [到達目標]
This course aims at improving the students’ academic English writing skill and facilitate their preparation of 
the writing samples and proposals later.

 [授業計画と内容]
This course is scheduled for 15 weeks and consists of four parts: Part I Basics of academic writing (Week 1-
5); Part II Structure of the essay (Week 6-8); Part III Reading and secondary literature (Week 9-12); Part IV 
Tips and skills for better writing (Week 13-15). Every part is accompanied by the corresponding reading and 
writing exercises. Focuses include:
Research question and thesis statement
Structuring argument
Structuring information
Structuring paragraphs
Reading strategy 
Integrating sources (summary, review and critique)
Language styles (first person, active or passive)
Reference and format
Edit and revise (spelling and typos)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final assignment (50%).

東洋文献文化学系英語論文実習(2)へ続く↓↓↓



東洋文献文化学系英語論文実習(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed in class. Occasional writing assignments are 
expected.

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



文献文化学系3

科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 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

  2022・
   通年 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芭蕉研究

 [授業の概要・目的]
俳諧は、俳句の源流とされる短詩型文芸である。近世初期、俳諧は文学ジャンルとして確立し、以
来、急速な成熟と変容を遂げた。そのような俳諧史の変革に最も意識的に与した人物に、芭蕉がい
る。芭蕉は、同時代より近現代に到るまで日本文学史上の重要人物とされており、文学・文化・思
想における影響力は甚大である。本講義では、最新の研究状況を踏まえ、その文学的特性や表現上
の妙味について実践的に把握することを目指す。
　前期は、まず、近世前期の俳諧史・書物史の展開について、具体的な作品・資料に基づきつつ講
義する。その上で、芭蕉作品をいくつか取り上げて精読する。作品の生成過程を吟味しつつ、関連
資料の運用方法を学びながら、一字一句に込められた作意を繙くことで、作品を実証的に解釈する
手法を身につける。
　後期は、近世文学研究を行う上で重要な資料であり、芭蕉の作品とも分かちがたく結びつく書簡
資料を取り上げる。書簡資料を扱う上での入門的な講義を行った上で、芭蕉書簡の読解に取り組む。
内容に関連する芭蕉の作品や、伝記上の問題、俳壇状況、芭蕉の思想・人間性など、俳諧史の諸問
題と併せて解説し、芭蕉の文事を史的動態の中に位置づける。
　芭蕉は、文学作品・書簡を含めた「ふみ」の持つ力について、きわめて意識的な人物として特筆
される。本講義の主体的な受講を通して、文学および文学研究の意味について、各自が考察を深め
ることを期待する。

 [到達目標]
近世前期から中期にかけての俳諧史と、諸派の俳諧の特性を把握し、その動態の中で、芭蕉文学の
特性を説明できるようになる。芭蕉作品の生成過程の諸相を理解し、関連資料を適切に運用しつつ、
作品を精密に読解できるようになる。くずし字の読解能力を身につけ、俳諧作品や書簡資料を読解
できるようになる。テキストにおける良質な問題点を自ら発見し、それを実証的方法によって解決
できるようになる。

 [授業計画と内容]
1. イントロダクション
 2. 俳諧史（1）俳諧之連歌
 3. 俳諧史（2）貞門俳諧
 4. 俳諧史（3）談林俳諧
 5. 俳諧史（4）貞享期の俳諧
 6. 俳諧史（5）元禄俳諧
 7. 俳諧史（6）俳書の変遷
 8. 芭蕉概説
 9. 『笈の小文』精読（1）伊賀上野
10.『笈の小文』精読（2）伊勢
11.『笈の小文』精読（3）吉野
12.「幻住庵記」精読（1）冒頭
13.「幻住庵記」精読（2）眺望と庵住生活

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

14.「幻住庵記」精読（3）末尾
15.「幻住庵記」精読（4）俳文生成の諸問題・前期のまとめ
16.書簡資料概説
17.往来物読解（1）往信
18.往来物読解（2）返信
19.貞門俳人の書簡
20.談林俳人の書簡
21.芭蕉の俳事を支えた人々：智月宛芭蕉書簡（1）前半の精読
22.芭蕉の俳事を支えた人々：智月宛芭蕉書簡（2）後半の精読
23.門人との対話と句作：荊口宛芭蕉書簡（1）前半の精読
24.門人との対話と句作：荊口宛芭蕉書簡（2）後半の精読
25.門人との対話と句作：荊口宛芭蕉書簡（3）芭蕉作品の推敲の諸相
26.新風の探求：去来宛芭蕉書簡（1）前半の精読
27.新風の探求：去来宛芭蕉書簡（2）後半の精読
28.新風の探求：去来宛芭蕉書簡（3）蕉風三変
29.総括
30.フィードバック

授業の進行度や受講者の理解度、新型コロナウイルスの感染拡大状況等によって、内容や順序等を
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]
平常点（30%）、小テスト(20%)、年度末のレポート（50%）による。平常点は、授業への参加度や、
毎回提出されるコメント等によって評価する。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。な
お、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、小テストを課題提出に変更する可能性がある。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
鈴木勝忠 『俳諧史要』（明治書院、1973）
このほかの参考書は、適宜授業中に紹介する。 

 [授業外学修（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。配付資料の予習・復習はもちろんのこと、不断に古典籍に親しむこと。くずし字を自在に読
み解く力を身につけることは、各人の研究活動の幅を広げることとなろう。また、書簡資料に馴染
みのない場合、活字化された書簡集を読むなどして書簡の文体に親しむことが、読解能力の向上を
支えるであろう。
　俳諧は、和漢雅俗にわたる文化現象を取りこむ文芸であるから、日頃より幅広い読書を心がける
ことが望ましい。また、授業で扱わない芭蕉作品や、前時代・同時代の俳人の作品についても、積
極的に読解を試みてほしい。講義内容を精緻かつ俯瞰的に理解する助けとなるはずである。

国語学国文学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(3)

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



文献文化学系4

科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

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 講師 文学研究科 田中　草大

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代日本語表記の史的変遷

 [授業の概要・目的]
日本語の歴史を、「古代語」（奈良時代以前から鎌倉時代まで）と「近代語」（室町時代から現代
まで）に二分する捉え方があります。この授業では、前者すなわち古代語における文字・表記の歴
史を概説します。

この時代の日本語表記については、大きく言えば次の3点が主なトピックと言えます。
（1）漢字による日本語表記の発展
（2）仮名の発展
（3）仮名遣いの始まり

いま圧倒的主流となっている(そしてこのシラバスでも採用している)「漢字平仮名交り」という表
記方法は、日本語の歴史を通じてずっと主流であったわけでは決してありません。一時代に複数の
表記様式が並存し、文章の目的や対象など種々の要因に応じて、その内の一つが選択されるという
在り方が長く続きました。

また興味深いことに、「どのような表記様式を用いるか（＝表記体）」と「どのような文章を書く
か（＝文体）」とに関連性のあったことが知られています。よって、日本語の歴史を探求しようと
する場合には、表記にも着目する必要があるのです。

表記は「どのような文字・符号を用いるか（形態）」と「それらの文字・符号をどのように用いる
か（運用）」という2つの観点から捉えることができますが、本講義ではこの両観点から、古代日
本語がどのように表記されてきたかを通観します。また、それぞれのトピックについて、先行研究
等をもとに、より専門的な問題や知見を紹介します。

 [到達目標]
古代日本語の表記法の歴史を下記の2方向から理解し、説明できる。	
							
（1）どのような文字・符号を用いるか。								
（2）それらの文字・符号をどのように用いるか。

 [授業計画と内容]
第1回：講義概要、総説
第2回：漢字：概説
第3-4回：漢字：日本への導入と展開
第5回：上代の文字資料の例
第6回：古事記の用字法
第7-8回：万葉集の用字法
第9回：奈良時代～平安初期の漢字政策
第10回：仮名：概説

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

第11-12回：片仮名と訓点資料
第13回：平仮名（1）
第14回：期末試験1
第15回：フィードバック

＊　＊　＊

第16回：平仮名（2）
第17-20回：変体漢文
第21回：東アジアの漢字利用
第22-23回：いろは歌と五十音図
第24-26回：仮名遣い
第27回：漢字仮名交じり文
第28回：近代語への展開
第29回：定期試験2
第30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]
2度の期末試験による（各50%）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献を読むこと。							

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 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

  2022・
   通年 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『文選』の文章を読む（司馬遷による書簡「報任少卿書」）

 [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
につけることを最大の目的とする。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（主として前期）。
　その上で、実際の『文選』収録の文章として、司馬遷「報任少卿書（任少卿に報ずる書＝書簡）」
を精読する（主として前期後半～後期）。司馬遷は『史記』の著者として、名前を知っている人も
多いであろう。また『文選』に附された唐の李善による注釈もあわせて読むことで、漢文読解にお
ける注釈の意義について考えてもらう。
　この授業では、原典の読解を通して、色々な読解の可能性を出席者同士で討議することを特に重
視する。漢文読解の基礎は前期を中心に概説し、また原典の読解も、履修者のペースに合わせて進
めるので、分野を問わず様々な興味関心から、多くの学生の参加を期待する。

 [到達目標]
目標は下記の５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。
４、出典を調べる際に活用する工具書、あたるべきテキストなどを整理できる。
５、自らの読解内容を、根拠を持って他者に提示しつつ議論することで、自らの読解を深める。

 [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、それに出席者に答えても
らう。
　司馬遷「報任少卿書」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。その際には、担当者以外の出席者の積極
的な参画を望む。

１ ガイダンス
２・３ 漢文の読み方：直読、訓読、現代語訳
４・５ 漢文の読み方：典故について
６・７ 漢文の読み方：注釈について
８『文選』について：成立と受容、李善注と五臣注
９～30 司馬遷「報任少卿書」の読解と討議
※フィードバックの方法は授業時に指示する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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、前期末・後期末に課すレポート課題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

 [授業外学修（予習・復習）等]
何より学生が主役であるため、他者が作成した訳注稿に対して自身の意見を言うためには、相応の
予習が必要となる。また自身が作成した訳注稿は、復習として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。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  泉鏡花と久生十蘭

 [授業の概要・目的]
　泉鏡花と久生十蘭は明治～昭和に活躍した作家である。この授業では、泉鏡花や久生十蘭の作品
のモチーフやテーマを考察し、精緻な読解を目指す。併せて、受講生の批判意識を深め、研究の手
法を学ぶ。また、随時関連資料の紹介や考察も行う。
　授業は事前に教員が講義内容の一部をPandAのリソースに置くので、受講生はそれを読んで質疑
・意見を全体で5回(各回600～800字で締切を設ける)、PandAの「課題」に提出する。教員はPandA
を通じてそれに答える。期末にはレポート(4000字)を提出する。PandAを使うので教室にPCを持参
すること。
　研究方法や心構えなど、重要な伝達があるので、第1回目の講義に必ず出席すること。   

 [到達目標]
　泉鏡花・久生十蘭に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分
の考えを論理的に述べられるようになること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。
批判的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。  

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス。泉鏡花の生涯と作品(研究方法や心構えなど、重要な伝達があるので、必ず出
席すること)
第2回  鏡花文学における「魔」の女性像―片輪車―
第3回　鏡花文学における「魔」の女性像―瀧夜叉と飛天夜叉―
第4回　鏡花文学における「魔」の女性像―安達ケ原の一つ家と前の世―
第5回　鏡花文学における「魔」の女性像―通り魔―
第6回　鏡花文学における「魔」の女性像―美しい女の通り魔―
第7回　久生十蘭の生涯と作品。泉鏡花から久生十蘭へ
第8回　久生十蘭「黄泉から」の材源
第9回　「黄泉から」の構想　
第10回　久生十蘭「生霊」の構想
第11回　「湖畔」の時代背景
第12回　「湖畔」の材源
第13回　「湖畔」のヴァリアント
第14回　一人称小説としての「湖畔」
第15回　フィードバック
なお、随時関連資料の紹介や考察も行う。また、理解の程度にあわせて進度や内容を調整すること
がある。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
質問・意見の表明５割、レポート５割。レポートは独自性と説得性の観点から評価する。

 [教科書]
PandAのリソースに資料や論文、講義録画等を置く。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　

 [授業外学修（予習・復習）等]
　教員の講義・論文の内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業
に出席するとともに、自宅において、質問や意見を記入し、PandAに提出する。  

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  泉鏡花と久生十蘭

 [授業の概要・目的]
　泉鏡花と久生十蘭は明治～昭和に活躍した作家である。この授業では、泉鏡花・久生十蘭をめぐ
って、書誌や他作家との関係、代表作のモチーフやテーマを考察し、精緻な読解を目指す。併せて、
受講生の批判意識を深め、研究の手法を学ぶ。
　授業は事前に教員が講義内容の一部をPandAのリソースに置くので、受講生はそれを読んで質疑
・意見を全体で5回(各回800字で締切を設ける)、PandAの「課題」に提出する。教員はPandAを通じ
てそれに答える。期末にはレポート(4000字)を提出する。PandAを使うので教室にPCを持参するこ
と。
　研究方法や心構えなど、重要な伝達があるので、第1回目の講義に必ず出席すること。  
　

 [到達目標]
　泉鏡花や久生十蘭に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分
の考えを論理的に述べられるようになること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。
批判的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス。泉鏡花の生涯と文学、単行本書誌について(研究方法や心構えなど、重要な伝
達があるので、必ず出席すること)
第2回　泉鏡花単行本書誌の諸問題―概要―
第3回　泉鏡花単行本書誌の諸問題―特論―
第4回　泉鏡花と太宰治
第5回　久生十蘭の生涯と文学。「母子像」の背景
第6回　「母子像」の世界
第7回　久生十蘭「新西遊記」と『西蔵旅行記』
第8回　「新西遊記」と平凡社『大百科事典』
第9回　「新西遊記」の独自性
第10回　「新西遊記」草稿と関連資料
第11回　久生十蘭「重吉漂流記」の典拠と主題
第12回　久生十蘭「藤九郎の島」の典拠と主題
第13回　久生十蘭「ボニン島物語」の典拠
第14回　「ボニン島物語」の主題
第15回　フィードバック
なお、理解の程度にあわせて進度や内容を調整することがある。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
質問・意見等の表明５割、レポート５割。レポートは独自性と説得性の観点から評価する。

 [教科書]
PandAのリソースに資料や論文、講義録画等を置く。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　教員の講義・先行論文の内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で
授業に出席するとともに、質問や意見等をPandAに提出する。 
  

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅰ

 [授業の概要・目的]
日本書紀・古事記の歌謡については、従来民俗学的観点からの分析によって多くの成果が示された。
「古代歌謡」とも称されるその一群はその限りにおいて万葉集などの「古代和歌」とは別に扱われ、
ときとして万葉集の作品群から「古代歌謡」的な要素を抽出することが試みられもしている。その
議論は万葉歌に先行する民族的要素の強い記紀歌謡の存在という時代的な先後関係と、それに依拠
した影響・受容関係を想定した分析である。しかしながら、後世に象られた「古代歌謡」という概
念はそもそもが作業仮説であって、記紀という作品に縛られた以上に実体があるわけではない。さ
らに記紀編纂以前の伝承歌があったとしても、８世紀当時の彼らに我々の「古代歌謡」があるわけ
ではない。そもそも影響関係が辿れるということは「古代歌謡」と「古代和歌」を同一次元に措い
た議論であるが、そのことへの自覚的な分析は十分に試みられたとはいえないように思われる。こ
の点で、記紀歌謡を万葉集の歌々と表現・修辞の方法という観点で同列に見なし、記紀歌謡の一群
を万葉集に包摂するとどのように位置づけられるかを考えてみたい。この逆は用例数が異なるため
記紀歌謡で万葉集を包摂することはあまり意味をなさない。結局、雑歌・相聞・挽歌があるという
ことに落ち着くからである。すなわち記紀歌謡を古代和歌の次元で解釈することを試みるのが、本
講義の目的である。方法は、従来の古典分析とさして変わらない。訓詁として文法史、語彙史の方
法が行われるのは当然のことながら、とくに書紀歌謡については漢字音が問題になるため、音韻史、
文字史、表記史についての知見が必要になる。日本語学文献講読論IIIと関連する国語学分野の科目
を予め受講しておくことが望ましいが、並行して受講することも許容する。

 [到達目標]
古代日本和歌の淵源について基礎研究の成果を共有するとともに、新たな研究領域を構築すること
を目的として、次の２点を到達目標とする。１）古代歌謡研究の現在について基本的な術語概念に
ついて簡潔に説明できること。２）教養としての古代和歌史について基本的な研究史が説明できる
こと。

 [授業計画と内容]
１　古事記概説
２　日本書紀概説
３　万葉集概説
４　調査研究法
５　古事記歌謡の特質
６　日本書紀歌謡の特質
７　「古代歌謡」について
８　実例演習①　倭建尊命歌謡
９　実例演習②　素盞烏尊歌謡
10　実例演習③　風土記歌謡と東歌
11　歌謡の歌体について――長歌歌体沿革
12　歌謡の歌体について――旋頭歌体沿革

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

13　実例演習④　催馬楽、琴歌譜の課題
14　歌経標式の歌体理論について
15　日本語学・日本文学Iのまとめ
8回から10回は受講生に課題を与えるのでこれまでの議論を踏まえて実際に演習形式で研究発表を
してもらいます。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）（レポート作成に使用するので購入しておくこと）
井手至 『校注萬葉集』（和泉書院）
大谷雅夫他 『萬葉集　一～四』（岩波書店）（岩波文庫本です。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
次の２点を通常の授業外学習とする。１）参考文献として掲出している関連論文を要約して、研究
史のレポートを作成すること。２）また配付資料を予め検討して講義中の質疑応答の準備をするこ
と。

（その他（オフィスアワー等））
火曜日の13:00～14:00、木曜日の14:40～15:30まで。ただし、木曜日は会議が入りやすいので、事前
に確認して欲しい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系9

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 佐野　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国語史特殊研究Ⅱ

 [授業の概要・目的]
日本書紀・古事記の歌謡については、従来民俗学的観点からの分析によって多くの成果が示された。
「古代歌謡」とも称されるその一群はその限りにおいて万葉集などの「古代和歌」とは別に扱われ、
ときとして万葉集の作品群から「古代歌謡」的な要素を抽出することが試みられもしている。その
議論は万葉歌に先行する民族的要素の強い記紀歌謡の存在という時代的な先後関係と、それに依拠
した影響・受容関係を想定した分析である。しかしながら、後世に象られた「古代歌謡」という概
念はそもそもが作業仮説であって、記紀という作品に縛られた以上に実体があるわけではない。さ
らに記紀編纂以前の伝承歌があったとしても、８世紀当時の彼らに我々の「古代歌謡」があるわけ
ではない。そもそも影響関係が辿れるということは「古代歌謡」と「古代和歌」を同一次元に措い
た議論であるが、そのことへの自覚的な分析は十分に試みられたとはいえないように思われる。こ
の点で、記紀歌謡を万葉集の歌々とを表現・修辞の方法という観点で同列に見なし、記紀歌謡の一
群を万葉集に包摂するとどのように位置づけられるかを考えてみたい。この逆は用例数が異なるた
め記紀歌謡で万葉集を包摂することはあまり意味をなさない。結局、雑歌・相聞・挽歌があるとい
うことに落ち着くからである。すなわち記紀歌謡を古代和歌の次元で解釈することを試みるのが、
本講義の目的である。方法は、従来の古典分析とさして変わらない。訓詁として文法史、語彙史の
方法が行われるのは当然のことながら、とくに書紀歌謡については漢字音が問題になるため、音韻
史、文字史、表記史についての知見が必要になる。日本語学文献講読論IIIと関連する国語学分野の
科目を予め受講しておくことが望ましいが、並行して受講することも許容する。

 [到達目標]
古代日本和歌の淵源について基礎研究の成果を共有するとともに、新たな研究領域を構築すること
を目的として、次の２点を到達目標とする。１）古代歌謡研究の現在について基本的な術語概念に
ついて簡潔に説明できること。２）教養としての古代和歌史について基本的な研究史が説明できる
こと。

 [授業計画と内容]
１　古事記概説（研究史）
２　日本書紀概説（研究史）
３　万葉集概説（研究史）
４　調査研究法（「初期万葉」と「記紀歌謡」その定義の在り方）
５　古事記歌謡の特質
６　日本書紀歌謡の特質
７　「古代歌謡」について（「歌の共有」がもたらすもの）
８　実例演習①　担当者による演習
９　実例演習②　担当者による演習
10　実例演習③　担当者による演習
11　歌謡の歌体について――長歌歌体沿革
12　歌謡の歌体について――旋頭歌体沿革

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

13　実例演習④　催馬楽、琴歌譜の課題
14　歌経標式の歌体理論と万葉集内部にみる「歌病歌」の分布
15　まとめ

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
坂本信幸・毛利正守 『萬葉事始』（和泉書院）
井手至 『校注萬葉集』（和泉書院）
大谷雅夫他 『萬葉集　一～四』（岩波書店）（岩波文庫です。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
次の２点を通常の授業外学習とする。１）参考文献として掲出している関連論文を要約して、研究
史のレポートを作成すること。２）また配付資料を予め検討して講義中の質疑応答の準備をするこ
と。

（その他（オフィスアワー等））
火曜日の13:00～14:00、木曜日の14:40～15:30まで。ただし、木曜日は会議が入りやすいので、事前
に確認して欲しい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系10

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  北野天満宮と和歌

 [授業の概要・目的]
 北野天満宮には、江戸時代前期から後期を通じて天皇・上皇によって奉納された聖廟法楽和歌の原
本が伝わる。近年の研究で、和歌三神とされる住吉、玉津島、柿本の三社に奉納された同時期の和
歌の実態が明らかにされつつあるが、これらと北野天満宮の聖廟法楽和歌との関係、和歌三神の位
置づけについて考察をめぐらせ、禁裡聖廟奉納和歌の内容についても詳しく紹介する。 

 [到達目標]
・法楽和歌の歴史や古今伝授に関する基礎的な素養と資料の読解力を養う。
・授業に関連する事柄に関して、独自に問題を設定し、考察する能力を養う。 

 [授業計画と内容]
1．北野天満宮縁起と天神信仰
2．聖廟法楽和歌の歴史
3．和歌三神の形成
4．和歌三神の形成（続）
5．和歌三神の変容
6．禁裡における古今伝授
7. 古今伝授と奉納和歌（住吉、玉津島）
8. 古今伝授と奉納和歌（聖廟）
9. 禁裡聖廟奉納和歌の概要と奉納様式
10.禁裡聖廟奉納和歌講読（寛文）
11.禁裡聖廟奉納和歌講読（天和）
12.禁裡聖廟奉納和歌講読（延享）
13.禁裡聖廟奉納和歌講読（宝暦）
14.禁裡聖廟奉納和歌講読（明和）
15.禁裡聖廟奉納和歌講読（寛政・天保）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末レポートに拠り、到達目標の達成度に基づき評価する。独自の視点で課題を設定し、実証的
に結論を導き出しているものを高く評価する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
レポート課題のテーマの選定、調査、論述が中心となる

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 長谷川　千尋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  北野天満宮と連歌  

 [授業の概要・目的]
　北野天神は、南北朝時代頃から、連歌の神として崇敬されるようになり、室町時代には幕府の管
轄による北野連歌会所や奉行職が設けられた。本講義では、天神信仰にまつわる連歌の歴史を、現
存する連歌作品や北野天満宮所蔵資料を交えて、立体的に説き明かす。  

 [到達目標]
・連歌史に関する基礎的な素養と資料の読解力を養う。
・授業に関連する事柄に関して、独自に問題を設定し、考察する能力を養う。

 [授業計画と内容]
1．ガイダンス
2．連歌の神の形成（1）
3. 連歌の神の形成（2）
4. 連歌の神の形成（3）
5．北野連歌会所と奉行職（1）
6. 北野連歌会所と奉行職（2）
7. 北野連歌会所と奉行職（3）
8. 北野社法楽万句
9．禁裡聖廟法楽連歌
10.北野社家の連歌
11.北野天満宮所蔵の連歌資料
12.北野天満宮所蔵の連歌資料（続）
13.近世の奉納万句連歌
14.近世の奉納万句連歌（続）
〈学期末試験〉
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]
定期試験（筆記）に拠り、到達目標の達成度に基づき評価する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
定期試験の課題に向けての事前準備が中心となる。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

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 成城大学　文芸学部　教授 大谷　節子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2022・
  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  能の意味論

 [授業の概要・目的]
能の作者の中で世阿弥と禅竹は能楽論を書き記したという一点においても、特異な存在である。世
阿弥はその能楽論において自らの作品について多くを述べるが、禅竹は述べるところがない。その
ため世阿弥についてはその作を確定できるものが数多くあるが、禅竹は同様ではない。しかし、難
解とされる禅竹の作品には表面の意味とは別の意味が仕組まれており、それは世阿弥の作能法に学
んだものである。世阿弥と禅竹の作品に織り込まれた意味の読解作業を通して、能とは何かを考察
する。

 [到達目標]
中世文学研究・能楽研究に対する基本的研究方法の習得を目的とする。
能は中世以前の和漢の文学、経典を摂取して形成され、中世以後近代に至るまで文学、美術工芸に
とどまらず日本文化全体に少なからぬ影響を与えている。能への理解を深めることで、中世以後の
日本文化研究に必要な基礎知識を習得する。

 [授業計画と内容]
第１回  能楽研究史	
第２回　世阿弥の作能法（１）脇の能	
第３回  世阿弥の作能法（２）軍体の能	
第４回	世阿弥の作能法（３）女体の能	
第５回	世阿弥の作能法（４）物狂能	
第６回	世阿弥の作能法（５）砕動風鬼	
第７回	禅竹の作能法（１）祝言の能	
第８回	禅竹の作能法（２）幽玄体の能１
第９回	禅竹の作能法（３）幽玄体の能２	
第１０回禅竹の作能法（４）雑体の能１
第１１回禅竹の作能法（５）雑体の能２	
第１２回禅竹の作能法（６）鬼神の能
第１３回禅竹の作能法（７）龍神の能
第１４回禅竹の作能法（８）間狂言	
第１５回能楽研究展望

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業時のコメント等（20%）レポート（80%）

 [教科書]
使用しない
適宜、授業時に講義資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
大谷節子 『世阿弥の中世』（岩波書店、２００７年）

 [授業外学修（予習・復習）等]
・事前に一度は能楽堂で能と狂言を観ておくことを希望するが、必要条件ではない。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71340 SJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  鈴鹿本『今昔物語集』の研究

 [授業の概要・目的]
京都大学が所蔵する鈴鹿本『今昔物語集』（国宝）をとりあげ、演習形式で研究を行う。
説話、漢字片仮名交り文、和漢混淆文についての基礎知識を獲得し、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]
説話、漢字片仮名交り文、和漢混淆文についての基礎知識を獲得する。様々な工具書を用いて資料
を読解し、そこに現れた日本語表現について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
本演習では、京都大学が所蔵する鈴鹿本『今昔物語集』（国宝）をとりあげ、その研究を行う。具
体的には、資料を一文字ずつ読みながら、読解・注釈を行い、その過程で、出典・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。説話、日本語史、古辞書に興味がある人には面白
いものとなろう。
年度はじめ数回をイントロダクションにあてる。
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。

第1回	イントロダクション①
第2回	イントロダクション②、担当決め
第3回～第29回	発表と議論
第30回	まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00000125

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。



文献文化学系14
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 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

  2022・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『俳諧類船集』研究

 [授業の概要・目的]
　過去の文献に記されたことがらを正確に理解するためには、言葉の精密な意味合いと、その背後
にある世界観を把握することが肝要である。近世前期に花開いた古俳諧は、文学史上初めて、豊富
な俗語の資料を残してくれた。本演習では、古俳諧が齎した史上最大の連想語辞書『俳諧類船集』
の読解を通して、古人の精神世界に分け入りたい。
　本書に記された連想語群は、日本人の伝統的な共通認識を反映しており、しかも、和漢雅俗にわ
たる浩瀚な内容を含んでいる。たとえば「語る」の項目を見ると、その連想語として、浄瑠璃、平
家、みどり子、謡、梓神子、盗人、遊女などが挙げられている。これを眺めるだけで、「語る」と
「話す」とがどう違うのかといった言葉の原義から、物語や歴史叙述の根源的な問題にまで想像が
膨らんでくるだろう。本演習では、『類船集』の連想語のネットワークを分析する方法とその意義
について実践的に学ぶ。
　本演習では、はじめに教員による概説的講義を行い、以後は受講者の発表によって進める。具体
的には、本書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
がる問題点を受講者全員で吟味することによって、言葉の深奥に迫る。
　この授業は、古文献の基礎的な調査・読解の方法を習得し、文学・語学・文化における良質な問
題点を発見するための思考を養う場である。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ろう。本演習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]
くずし字読解能力と、和本の基本的な扱い方を身につける。多様な資料の性格を把握し、古文献を
適切に運用できるようになる。テキストを実証的に解釈する方法を習得する。自ら良質な問題点を
発見し、それを適切な方法によって解決できるようになる。

 [授業計画と内容]
1.イントロダクション
 2.『俳諧類船集』概説
 3.和装本の扱い方について
 4.受講者による発表と討議（1）「腹立」条
 5.受講者による発表と討議（2）「腹巻」条
 6.受講者による発表と討議（3）「腹帯」条
 7.受講者による発表と討議（4）「腹当」条
 8.受講者による発表と討議（5）「母」条
 9.受講者による発表と討議（6）「はらむ」条
10.受講者による発表と討議（7）「鼻」条・前半
11.受講者による発表と討議（8）「鼻」条・後半
12.受講者による発表と討議（9）「歯」条
13.受講者による発表と討議（10）「針」条・前半
14.受講者による発表と討議（11）「針」条・後半

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

15.受講者による発表と討議（12）「包丁」条
16.受講者による発表と討議（13）「鋏」条・前半
17.受講者による発表と討議（14）「鋏」条・後半
18.受講者による発表と討議（15）「秤」条
19.受講者による発表と討議（16）「鉢」条・前半
20.受講者による発表と討議（17）「鉢」条・後半
21.受講者による発表と討議（18）「箸」条
22.受講者による発表と討議（19）「箒」条・前半
23.受講者による発表と討議（20）「箒」条・後半
24.受講者による発表と討議（21）「箱」条・前半
25.受講者による発表と討議（22）「箱」条・後半
26.受講者による発表と討議（23）「袴」条・前半
27.受講者による発表と討議（24）「袴」条・後半
28.受講者による発表と討議（25）「脛巾」条
29.総括
30.フィードバック 

受講者の理解の度合いや発表の進行度、新型コロナウイルスの感染拡大状況等によって、予定を変
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]
授業への参加度（20%）、発表(40%)、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
このほかの参考書は、適宜授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表担当者はもちろん、受講者全員が該当箇所を十分に予習し、自身の見解を持って授業に臨むこ
と。授業では版本・写本および文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求められ
る。授業で扱う資料の予習復習はもちろんのこと、不断に古典籍に親しむこと。『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・文化人類学など隣接諸学の成果をも参照することが求められる。専
門分野にかかわらず、日頃から広い分野の読書を心がけること。

国語学国文学(演習)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 田中　草大

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  平安時代語の分析：語義の分類・記述

 [授業の概要・目的]
実際に論文を書いてみることで、日本語学の研究方法を実践的に習得することを目的とします。前
期は課題論文（平安時代語の特定の語を取り上げ、語義の分類・記述を行う）、後期は自由論文を
作成します。

授業は以下のように進行します。

（1）各受講者の発表に先立ち、論文の書き方のポイントや、用例調査の方法、課題論文の前提に
なる知識（平安時代語の語彙の特徴など）について講義します。

（2）上記（1）を踏まえ、各受講者に課題論文を作成・発表してもらいます。教員および受講生は、
その論文の良い点を確認するとともに、その論文の完成度をより高めるためにはどのような点を改
善していくべきかを、討議します。

（3）上記（2）とともに、各受講者は、毎週1本、自由に論文を選んでそれを読み、概要を報告し
ます。これによって日本語学／日本文学の研究手法を学び、かつ自分の関心を広げたり明確化した
りします。

（4）上記（3）の成果などをもとに、各受講者に自由にテーマ（問い）を掲げて論文を作成・発表
してもらい、上記（2）と同様の討議を行います。

なお評価に際しては、自分の調査・考察を適切にアウトプットできているか（主に文章の形で）と
いう点も大いに重視します。研究活動においては、適切な表現や、引用のルールなど、遵守・留意
の必要な事項が幾つかあります。このことの要点についても演習中に説明します。自分の知識や経
験を適切にアウトプットする能力は、日本語学研究に限らず社会の幅広い局面において有用と考え
られます。

 [到達目標]
（イ）日本語学研究における用例の集め方・扱い方を身につける。 
（ロ）多数の実例に基づいて語の特徴を適切に記述できる。 
（ハ）自分の知識や経験を適切にアウトプットできる。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンス
第2回：講義（発表準備の方法について）
第3・4回：講義（平安時代語の語彙・文体）
第5～29回：受講者による発表
第30回：フィードバック（講評等）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点および期末課題による（100％）。 
※演習では、自分の発表だけでなく他人の発表も学習の大きな機会です。欠席はなるべく控えて下
さい。特に、無断欠席は大幅な減点とします。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：古語辞典などによって対象語の基礎知識を得る。 
復習：発表中に指摘された注意点などを確認し、今後の発表に援用する。

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

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 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『三体詩』選読

 [授業の概要・目的]
『三体詩』は南宋の周弼（1194～?）が編纂し、中晩唐を主とする唐詩のアンソロジーであり、室
町時代から江戸時代にかけて日本でも非常に愛読された。この授業では、その巻一「七言絶句」の
部分を精読してゆく。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身
につけるとともに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。  

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

 [授業計画と内容]
『三体詩』巻一「七言絶句」の僧法振「逢友人之上都」から読み進める。授業は、原則として一首
ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な訳注を作成してもらう。それをたたき台として、受
講者全員で討論、検討してゆく。
第1回　イントロダクション 
『三体詩』についての概説。参考文献を紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。 
第2回　僧法振「逢友人之上都」
第3回　顧況「山中」
第4回　柳宗元「酬曹侍御過像県見寄」
第5回　李渉「宿武関」
第6回　李渉「題開聖寺」
第7回　李郢「宿虚白堂」
第8回　王駕「晴景」
第9回　王駕「社日」
第10回　司空図「自河西帰山」
第11回　韓アク野塘」
第12回　巌維「歳初喜皇甫侍御至」
第13回　皇甫冉「送魏十六」
第14回　劉商「送王永」
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、『三体詩』選詩の基準と特徴についてまとめる。

 [履修要件]
国語学国文学専修所属の大学院生に限る。

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]
平常点（授業内での担当、発言）60％および期末の訳注稿提出40％による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。また、京大貴重資料デジタルアーカイブの谷村文庫（日光寺旧蔵）本の
画像を参照のこと。   

 [参考書等]
  （参考書）
村上哲見 『三体詩（一）　中国古典選』（朝日文庫、1978年）ISBN:0198-260129-0042

 [授業外学修（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
注釈は読んでおくこと。   

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2022・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『三体詩』選読

 [授業の概要・目的]
『三体詩』は南宋の周弼（1194～?）が編纂し、中晩唐を主とする唐詩のアンソロジーであり、室
町時代から江戸時代にかけて日本でも非常に愛読された。この授業では、その巻一「七言絶句」の
部分を精読してゆく。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身
につけるとともに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。    

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

 [授業計画と内容]
『三体詩』巻一「七言絶句」の劉禹錫「酬楊八副使赴湖南見寄」から読み進める。授業は、原則と
して一首ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な訳注を作成してもらう。それをたたき台と
して、受講者全員で討論、検討してゆく。 
第1回　イントロダクション 
『三体詩』についての概説。参考文献を紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。 
第2回　劉禹錫「酬楊八副使赴湖南見寄」 
第3回　廬ドウ「逢鄭三遊山」 
第4回　元ジン「重贈商玲瓏兼寄楽天」 
第5回　姚合「採松花」 
第6回　張籍「哀孟寂」 
第7回　張籍「患眼」 
第8回　張籍「感春」 
第9回　雍陶「西帰出斜谷」 
第10回　雍陶「宿嘉陵駅」 
第11回　杜牧「酔後題僧院」 
第12回　趙カ「経汾陽旧宅」 
第13回　鄭谷「十日菊」 
第14回　薛能「老圃堂」 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、『三体詩』選詩の基準と特徴についてまとめる。

 [履修要件]
国語学国文学専修所属の大学院生に限る。

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]
平常点（授業内での担当、発言）60％および期末の訳注稿提出40％による。

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。また、京大貴重資料デジタルアーカイブの谷村文庫（日光寺旧蔵）本の
画像を参照のこと。 

 [参考書等]
  （参考書）
村上哲見 『三体詩（一）　中国古典選』（朝日文庫、1978年）ISBN:0198-260129-0042

 [授業外学修（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
注釈は読んでおくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 本井　牧子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『地蔵菩薩霊験絵詞』をよむ

 [授業の概要・目的]
　本授業では、東寺観智院所蔵の『地蔵菩薩霊験絵詞』を題材として、中世の霊験譚の具体相をあ
きらかにすることを目標とする。
　東寺観智院所蔵の『地蔵菩薩霊験絵詞』は、地蔵菩薩にまつわる霊験を描いた絵巻の詞書を書写
したものである。享徳2（1453）年に天台僧頼教が書写した本にもとづくことが知られ、中世の地
蔵信仰の実態をうかがう上で貴重な資料である。日本の説話を中心に構成されるが、中国宋代に撰
述された常謹『地蔵菩薩応験記』にもとづく説話も収められているなど、先行説話の影響も大きい。
また、部分的ながら東寺本『絵詞』と同内容の絵巻や縮図なども確認されている。本授業では、こ
の『地蔵菩薩霊験絵詞』をテキストとして、日中の先行説話や地蔵菩薩関連の経典などと比較しつ
つ読み進めることで、中世における地蔵菩薩の霊験譚がどのように展開しているかを考察する。

 [到達目標]
・原文に釈文・語釈を施し、通釈を作成するという、古典文学作品の読解のための基礎作業を行う
手法を習得する。
・説話文学上の問題を設定し、調査・考察を行う力を養う。
・論拠を示した上で、自身の「よみ」に説得力をもたせるプレゼンテーション能力を養う。

 [授業計画と内容]
　担当教員による概説の後、受講生による輪読形式で進める。各回の担当者は、担当部分について、
釈文・語釈・通釈を作成した上で、各自の問題意識による考察を行う。
第1回　地蔵菩薩と関連経典の概説
第2回　中国における地蔵霊験譚
第3回　日本における地蔵霊験譚とその絵巻化
第4回～第14回　担当者による輪読
第15回　まとめ
　なお、受講生の人数・関心などに応じて、内容や進行方法が変更になる可能性がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業における発表（40点）およびその成果をまとめたレポート（50点）、授業での討論・発表者へ
のコメント等の平常点（10点）により総合的に評価する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
真鍋広済・梅津次郎 共編 『地蔵霊験記絵詞集』（古典文庫、1957）

 [授業外学修（予習・復習）等]
　自分の担当の準備はもちろん、担当以外の回についても、あらかじめテキストを読んで問題点を
抽出しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
連絡方法などはPandAに掲載予定

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

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 京都府立大学　文学部　教授 本井　牧子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近世の地蔵霊験譚をよむ

 [授業の概要・目的]
　本授業では、近世に刊行された地蔵菩薩関連の説話集を題材として、近世における霊験譚の様相
を具体的にあきらかにすることを目標とする。
　地蔵菩薩の霊験譚は、『日本霊異記』をその嚆矢として、時代を通じてさまざまに受容されてき
た。近世になると、地蔵菩薩を冠する説話集が相次いで刊行され、出版というメディアの一角を占
めるに至った。本授業では、こういった説話集のなかから、黄檗宗の僧侶である晦巌道煕による『
地蔵菩薩感応伝』（貞享3年刊）や真言僧である蓮体による『礦石集』（元禄6年刊）などをテキス
トとして、前時代の地蔵菩薩霊験譚が、どのように継承され、再生産されているかを考察する。

 [到達目標]
・原文に釈文・語釈を施し、通釈を作成するという、古典文学作品の読解のための基礎作業を行う
手法を習得する。
・説話文学上の問題を設定し、調査・考察を行う力を養う。
・論拠を示した上で、自身の「よみ」に説得力をもたせるプレゼンテーション能力を養う。 

 [授業計画と内容]
　担当者教員による概説の後、受講生による輪読形式で進める。各回の担当者は、担当部分につい
て、翻刻・語釈・通釈を作成し、原拠との比較を通じた考察を行う。
第1回　地蔵菩薩霊験記の諸相
第2回　『地蔵菩薩感応伝』と黄檗僧による出版
第3回　『礦石集』と蓮体　
第4回～第14回　担当者による輪読
第15回　まとめ
　なお、受講生の人数・関心などに応じて、内容や進行方法が変更になる可能性がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
　授業における発表（40点）およびその成果をまとめたレポート（50点）、授業での討論・発表者
へのコメント等の平常点（10点）により総合的に評価する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない
影印のコピーをテキストとして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
真鍋広済 解説 『地蔵菩薩霊験記四』（古典文庫、1964）

 [授業外学修（予習・復習）等]
　自分の担当の準備はもちろん、担当以外の回についても、あらかじめテキストを読んで問題点を
抽出しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
連絡方法などはPandAに掲載予定

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

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 花園大学　文学部　教授 橋本　行洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  新語の造出と定着―通時的観点から考える―

 [授業の概要・目的]
本演習では、比較的近年に定着を見た新語・新表現を対象として、その造出過程と定着の様相を観
察し、考察を行う。
その上で、新語の定着にはどのような要素が関わるのか、それは通時的な普遍性を有するものであ
るかを分析する。

 [到達目標]
語史・語彙史研究における基礎的知識を習得するとともに、コーパス・データベースを駆使した用
例蒐集の方法を身につけ、同時に電子メディアの限界についても知見を得ることを目的の1つとす
る。
また、単独の語についての考察（＝語史研究）を行う際にも、常に他の語・語彙との関わりを考え
ること（＝語彙史研究の視点）の必要性を、実例を以て検証する。

 [授業計画と内容]
第１回　【導入】「新語」とは何か／新語と流行語
第２回　新語研究の具体例①
第３回　新語研究の具体例②
第４回　新語研究の具体例③
第５回～第14回　受講者による発表と検討
第15回　まとめ：演習によって得られた知見について

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
「平常点」にて評価する（レポートを課すこともある）。

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。
また、受講者が発表を行う際には、各自が人数分の発表資料を準備する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介したコーパス・データベース等を自分でも使用してみる。
“気になることば（語・表現）”を見つけ、どこが気になるのか、どこが問題なのかを考察してみ
る（その際、先行研究についても確認する）。

（その他（オフィスアワー等））
連絡はメールを用いて行う。
アドレスは下記の通り。
y-hashm@hanazono.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

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 花園大学　文学部　教授 橋本　行洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本語史上の新語・新用法

 [授業の概要・目的]
本演習では、日本語における語史・語彙史研究についての実践を行い、具体的にその方法をに体得
することを目的とする。比較的近年に定着を見た新語・新表現を対象として、その造出過程と定着
の様相を観察し、考察を行う。

 [到達目標]
語史・語彙史研究の実践を行うとともに、コーパス・データベースを駆使した用例蒐集の有用性と
限界を体得することを目標とする。同時に電子メディアの限界を知り、従来の所謂「アナログ方式」
との併用の必要性についても実感してもらいたい。
また、単独の語についての考察（＝語史研究）を行う際にも、常に他の語・語彙との関わりを考え
ること（＝語彙史研究の視点）の必要性を、実例を以て検証する。

 [授業計画と内容]
第１回　日本語の造語法：普遍と変化
第２回　語史・語彙史研究の具体例①
第３回　語史・語彙史研究の具体例②
第４回　語史・語彙史研究の具体例③
第５回～第14回　受講者による発表と検討
第15回　まとめ：演習によって得られた知見について

 [履修要件]
国語学国文学(演習)前期

 [成績評価の方法・観点]
「平常点」にて評価する（レポートを課すこともある）。

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。
また、受講者が発表を行う際には、各自が人数分の発表資料を準備する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介したコーパス・データベース等を自分でも使用してみる。
“気になることば（語・表現）”を見つけ、どこが気になるのか、どこが問題なのかを考察してみ
る（その際、先行研究についても確認する）。

（その他（オフィスアワー等））
連絡はメールを用いて行う。
アドレスは下記の通り。
y-hashm@hanazono.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

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 京都女子大学文学部　教授 峯村　至津子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  田澤稲舟作品研究

 [授業の概要・目的]
　田澤稲舟が文壇にデビューした明治二十年代後半、近代文学の黎明期に、女性作家たちは批評家
たちの興味本位の目にも晒されながら、どのようにして小説を執筆していったのか、彼女たちにと
って〈小説執筆〉とは何だったのか、当時の、特に女性作家たちが直面していた諸問題に眼を向け
ながら、その中での稲舟の文学の特質について多角的に考察する。
　受講生の方々に調査・考察したことをレジュメにまとめて発表してもらい、それを受けての全員
での意見交換、授業担当者からの講評、といった過程を通して、近代文学研究の方法を考究する。

 [到達目標]
　明治期の女性作家田澤稲舟の作品を読むことを通じて、稲舟の文学と明治二十年代の文学をめぐ
る状況についての理解を深める。
　作品の精読方法、先行研究の扱い方、作家の他作品（日記・随筆等も含む）・未定稿・同時代資
料・同時代小説等の調査とそれらを作品読解に反映させる方法について、理解する。

 [授業計画と内容]
1．ガイダンス（授業の目標・概要・受講上の注意事項・成績評価の方法等についての解説）。 レ
ジュメの作成方法、書式・論述の注意事項などについての概説。
2．田澤稲舟についての概説。『文芸倶楽部』掲載、稲舟作品概観。発表の順番を決める。
3回以降は、以下のテーマについて、受講生の発表、それを受けての意見交換、教員からの講評を
行う。
3．明治二十年代の文壇と女性作家をめぐる状況（『文芸倶楽部』第一巻第十二編臨時増刊「閨秀
小説」を材料として）。
4．明治二十年代の文壇と女性作家をめぐる状況（樋口一葉宛関如来書簡を材料として）。
5．明治二十年代の文壇と女性作家をめぐる状況の問題点（稲舟作「しろばら」の同時代批評を材
料として）。
6．稲舟作「しろばら」を読む。
7．「しろばら」のヒロインの造形と作品の展開との関連。「しろばら」の語り手の特徴。
8．明治二十年代の女性を取り巻く時代状況（樋口一葉「遠山鳥」、巌本善治「婚姻論」を材料と
して）。
9．樋口一葉作「十三夜」を読む。
10．「しろばら」と「十三夜」との比較。
11．稲舟作品の同時代批評検討。
12．稲舟と一葉の同時代評価の比較と、当時の批評の問題点。
13．稲舟作「医学修業」を読む。
14．同時代の文壇に対する稲舟の姿勢。稲舟と山田美妙。
15．授業の総括（授業内容を踏まえて、文学史の中での稲舟の位置づけと、近代文学研究の諸問題
や今後の展望について考える）。
期末レポート試験

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]
授業での発表50点、授業参加状況（発表後の質疑応答への積極的参加）20点、発表内容を練り直し
た期末レポート30点により評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
田澤稲舟の作品を初出誌からコピーして利用する。詳しくは初回授業で説明する。

 [参考書等]
  （参考書）
田澤稲舟 『田澤稲舟全集』（東北出版企画、1988年）
細矢昌武編著 『田澤稲舟研究資料』（無明舎出版、2001年）ISBN:9784895442671
田澤稲舟他 『新日本古典文学大系明治編　女性作家集』（岩波書店、2002年）ISBN:9784002402239
樋口一葉 『新日本古典文学大系明治編　樋口一葉集』（岩波書店、2001年）ISBN:9784002402246

 [授業外学修（予習・復習）等]
　稲舟や一葉の作品を、できるだけ多く読むこと。
　授業で配布されるレジュメや資料、扱う作品などについては、一言一句に拘って隅々まで丁寧に
読むなど、予習して臨むこと。
　発表用レジュメやレポート等は、時間に余裕を持って準備し、締切を守って提出すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業後、質問等に対応します。初回授業で連絡方法（メールアドレスなど）もお伝えします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

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 京都女子大学文学部　教授 峯村　至津子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  泉鏡花作品研究

 [授業の概要・目的]
　泉鏡花の初期作品を読みながら、明治二十年代、近代文学の黎明期に、作家たちがどのようにし
て小説を執筆していったのか、彼らにとって〈小説執筆〉とは何だったのか、当時の作家たちが直
面していた諸問題に眼を向けながら、その中での鏡花文学の特質について多角的に考察する。
　受講生の方々に調査・考察したことをレジュメにまとめて発表してもらい、それを受けての全員
での意見交換、授業担当者からの講評、といった過程を通して、近代文学研究の方法を考究する。 

 [到達目標]
　泉鏡花の作品を読むことを通じて、鏡花の文学と明治二十年代の文学をめぐる状況についての理
解を深める。
　作品の精読方法、先行研究の扱い方、作家の他作品（日記・随筆等も含む）・未定稿・同時代資
料・同時代小説等の調査とそれらを作品読解に反映させる方法について、理解する。 

 [授業計画と内容]
1．ガイダンス（授業の目標・概要・受講上の注意事項・成績評価の方法等についての解説）。 レ
ジュメの作成方法、書式・論述の注意事項などについての概説。
2．泉鏡花についての概説。発表の順番を決める。
3回以降は、以下のテーマについて、受講生の発表、それを受けての意見交換、教員からの講評を
行う。
3．鏡花の随筆・談話等を読み、鏡花が触れていた先行文芸について理解する。
4．鏡花の論説「愛と婚姻」を読み、その恋愛・結婚観を理解する。。
5．同時代批評を読み、発表当時に於いて問題視されていたことなどについて理解する（「義血侠
血」「外科室」）。
6．同時代批評を読み、発表当時に於いて問題視されていたことなどについて理解する（「夜行巡
査」「海城発電」）。
7．同時代批評を読み、発表当時に於いて問題視されていたことなどについて理解する（「琵琶伝」
「化銀杏」）。
8．「夜行巡査」を読み、登場人物の特色について考察する。
9．「海城発電」を読み、登場人物の特色について考察する。
10．「義血侠血」を読み、登場人物の特色について考察する。
11．「外科室」を読み、登場人物の特色について考察する。
12．「琵琶伝」を読み、登場人物の特色について考察する。
13．「化銀杏」を読み、登場人物の特色について考察する。
14．鏡花作品の人物造型の特色を、鏡花が親しんでいた先行文芸と比較しつつ分析する。
15．授業の総括（授業内容を踏まえて、当時の文壇や文学史の中での鏡花の位置づけと、近代文学
研究の諸問題や今後の展望について考える）。
期末レポート試験

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]
授業での発表50点、授業参加状況（発表後の質疑応答への積極的参加）20点、発表内容を練り直し
た期末レポート30点により評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
作品を初出誌からコピーして利用する。詳しくは初回授業で説明する。 

 [参考書等]
  （参考書）
泉鏡花 『鏡花全集』（岩波書店、1973～1976年）（全28巻＋別巻があります。）
泉鏡花 『新編泉鏡花集』（岩波書店、2003～2006年）（全10巻＋別冊が2冊あります。）
泉鏡花 『新日本古典文学大系明治編第20巻　泉鏡花集』（岩波書店、2002年）ISBN:9784002402208
泉鏡花 『日本近代文学大系第7巻　泉鏡花集』（角川書店、1970年）ISBN:9784045720079 
　

 [授業外学修（予習・復習）等]
　鏡花や尾崎紅葉、樋口一葉などの作品を、できるだけ多く読むこと。
　授業で配布されるレジュメや資料、扱う作品などについては、一言一句に拘って隅々まで丁寧に
読むなど、予習して臨むこと。
　発表用レジュメやレポート等は、時間に余裕を持って準備し、締切を守って提出すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業後、質問等に対応します。初回授業で連絡方法（メールアドレスなど）もお伝えします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 7M112 SJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  木5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  解題・書評を書く

 [授業の概要・目的]
「解題」は研究対象資料の定位、研究史の整理であり、「書評」は先行研究に対する理解と批判で
ある。どちらも研究の基礎をなす。
本演習では、すぐれた解題・書評を学ぶことから始め、自ら解題・書評を執筆するところまで行う。
解題・書評いずれについても、該当資料・該当研究の一部分を読み、共同で研究することを含む。
すぐれた解題・書評を選定するところからはじめ、解題・書評には何が必要なのか、どのようにす
れば良い解題・書評となるのかについて学ぶ。その上で、自ら研究対象を見出し、解題・書評を執
筆する。それらを通して、知識、方法、理論について学び、その成果を今後の研究に生かすことを
目的とする。

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

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。

 [到達目標]
すぐれた解題・書評を見出し、それらを自らの研究に役立てる。
研究対象を見出し、解題・書評を執筆する。
調査の方法、発表の方法、議論の方法、執筆の方法を習得する。

 [授業計画と内容]
授業は、
１．すぐれた解題・書評の選定
２．1に関する発表
３．解題・書評のテーマ選定と調査
４．3に関する発表
によって構成される。

１．では、大学院生各人にすぐれた解題・書評を選定してもらう。
２．では、それらについて簡略な報告を受けた上で、そのうちのいくつかを取り上げ、精読する。
３．では、どの資料・文献を解題・書評のテーマとするかを選定し、調査する。
４．では、3について発表を行い、議論する。

第1回	イントロダクション
第2回	授業計画 １．

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

第3～10回	授業計画 ２．
第11回	授業計画 ３．
第12～30回	授業計画 ４．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
成績は発表等を含めた平常点と期末課題による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業計画の１．～４．について予習・準備が必要である。
該当資料・該当研究を読解する際には、受講者全員が、その回の授業でとりあげる部分を読んだ上
で授業にのぞむこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 7M112 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 金光　桂子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  国文学作品精読

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション

第2回～第30回　作品精読
どの作品のどの部分を読むか、底本に何を用いるかは毎回の担当者が決定し、テキストを事前に受
講者に配布する。担当者の準備した注釈と考察をもとに、全員で議論を行う。
担当者の専門分野の特性や研究の進捗状況によっては、研究発表の形式も可とすることがある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
発表50点、授業中の発言等50点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前配布されたテキストを熟読し、解釈上の問題点を発見しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET10 7M114 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 大槻　信
教授 文学研究科 金光　桂子
准教授 文学研究科 河村　瑛子
講師 文学研究科 田中　草大

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  修士論文演習

 [授業の概要・目的]
修士論文の執筆にむけての指導を行う。論文の題目を何にするか、どのような方法で資料を集め、
分析し、そこからどのような結論を導くか、各自工夫し、考えたことを発表し、相互批判し、また
教員の指導を受ける機会とする。修士論文を提出する予定の二回生は、かならず受講し、中間発表
会で発表しなければならない。 

 [到達目標]
修士論文作成のための、それぞれの分野における資料を調査する方法を身に付け、また中間発表で
論文の概要を口頭発表し、他の出席者、教員の助言をうけることにより、論証の方法を反省し、修
正することが可能になる。 

 [授業計画と内容]
最初の授業時に、全員、どのような修士論文を書こうとしているか、概略を発表する。その後は個
別の指導を行い、前期の授業が終わる頃に、数日間の日程をとって集中的に中間発表会を行う。

 [履修要件]
今年度末に修士課程修了見込みの者。 

 [成績評価の方法・観点]
中間発表による。

 [教科書]
使用しない

国語学国文学（修論演習）  (2)へ続く↓↓↓



国語学国文学（修論演習）  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
最初の時間に、各自が修士論文に何を書くかその概要を発表するが、十分な準備をした上で臨むこ
と。また、中間発表では、論証のための調査と考察に力を尽くすことはもちろんのこと、限られた
時間内において分かりやすい発表をするために原稿を準備し、発表の練習をしておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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

  2022・
   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]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。
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

  （関連ＵＲＬ）
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki(全国漢籍データベース)
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/toho/html/top.html(東方学デジタル図書館)
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/5592/2006%E6%BC%A2%E7%B1%8D%E7%9B%
AE%E9%8C%B2%E5%85%A5%E9%96%80(%E8%B3%87%E6%96%99).pdf(漢籍目録入門（資料）（
中里見敬氏）)
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/130672/1/kogusho.pdf(工具書について―漢籍
の整理―（永田知之）)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcul/106/0/106_1493/_pdf/-char/ja(漢籍整理備忘録―中国の古典籍・古
文書の理解のために―（小島浩之氏）)

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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

  2022・
   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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。 
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。

 [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
吉川幸次郎 『吉川幸次郎遺稿集　第1巻』（筑摩書房）ISBN:4480746412
程千帆・徐有富著、向嶋成美・大橋賢一・樋口泰裕・渡邉大訳 『中国古典学への招待―目録学入門』
（研文出版）ISBN:9784876364091

  （関連ＵＲＬ）
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki(全国漢籍データベース)
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/65024(京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧 : 
部-類-属-目-例)
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/refguide/13216(漢籍の探し方（大西賢人氏）)

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初唐文学研究

 [授業の概要・目的]
唐代の文学は一般に初唐、盛唐、中唐、晩唐と4つの時期に分けられる。この講義の目的は、４時
期のうち初唐文学の特色を明らかにすることにある。初唐は南北朝時代の形式を重視した文学を克
服し、盛唐文学を準備した時期とされる。韻文だけでなく、散文作品も取り上げ、この時期の文学
の様相を具体的に明らかにする。

 [到達目標]
唐代は詩の時代とされるが、散文もまた多くのジャンルで優れた作品が作られた。詩だけではなく
散文作品の読解を通して、この時期の文学の特色と文学史における意義を明らかにする。過渡期と
される初唐文学に注目することにより、その前後の時期の文学の特色も明確に理解することができ
る。。 

 [授業計画と内容]
第1　初唐という時期について
第2　初唐以前の文学と初唐１。
第3　初唐以前の文学と初唐２
第4　初唐以後の文学１
第5　初唐以後の文学２
第6　初唐文学の作者たち１
第7　初唐文学の作者たち２
第8　初唐の韻文と散文作品選読１
第9　初唐の韻文と散文作品選読２
第10 初唐の韻文と散文作品選読３
第11 初唐の文学観
第12 初唐文学に対する論評１
第13 初唐文学に対する論評２
第14 東アジア古典文学世界と初唐文学
第15　まとめ・文学史における初唐文学の位置付け

 [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]
授業における発言と、報告に基づいて評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。 

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）
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 

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

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  唐代詩序選読  

 [授業の概要・目的]
 この講義の目的は、唐代に勃興し、中国文学史に定着した詩序について、作品読解を通してその特
色を理解することを目的とする。本講義では、東アジア古典文学としての観点から、中国で作られ
た詩序作品ばかりでなく、日本で作られた詩序も取り上げる。特に奈良から平安時期の詩序作品に
ついても取り上げたい。  

 [到達目標]
詩序は、中国文学の散文の主要なジャンルである。読解を通して、中国文学と当時の社会の関わり
について理解を深めることが可能である。また日本において漢文で作られた詩序を読むことによっ
て、東アジア古典世界の広がりを具体的に理解することができる。 

 [授業計画と内容]
第1　詩序について概説
第2　詩序の文体（駢文と古文）
第3　詩序の用途、詩序の場
第4　作品選読1・中唐1
第5　作品選読2・中唐2
第6　作品選読3・中唐3
第7　作品選読4・平安朝の詩序
第8　中唐の詩序の特色。
第9　作品選読5・晩唐1
第10 作品選読6・晩唐2　
第11 作品選読7・晩唐3
第12 晩唐の詩序の特色。
第13 詩序の役割とその変容。
第14 唐以降の詩序概説
第15 まとめ詩の場と詩序

 [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]
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 

 [授業外学修（予習・復習）等]
　中国の散文文体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31

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  明清期官話研究

 [授業の概要・目的]
ここで扱う「官話」は、明清期の中国で通行した通用言語を指す。現在「官話方言」と称される中
国に広く分布する方言を扱うものではない。この歴史的通用言語は、文献の中で様々な姿をもって
描写され、また語られるが、その実態に関しては未だ確たる定義は与えられていない。本授業では、
明清期の様々な文献資料の中に登場する「官話」を丁寧に読解することを通して、それがどのよう
な性格をもっていたのかについて考察する。 

 [到達目標]
官話を巡る文献資料の読解を通じ、官話の多様なあり方を学び、中国語に対する理解を深めること
を目指す。 

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション 
第２ー５回　　官話の出現：明代の文献から 
第６ー１０回　官話の変容：清代の文献から 
第１１ー１４回　官話の渡海：琉球、長崎の文献から 
第１５回　　　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（小レポートや授業への参加状況）（50%）および期末レポート（50%）による。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
牛島徳次・香坂順一・藤堂明保編 『中国文化叢書１　言語』（大修館書店、2011年新装版）ISBN:
9784469232646

 [授業外学修（予習・復習）等]
配布する文献資料は、予め目を通し読解しておくこと。授業中に、受講者に翻訳を求めることがあ
ります。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 松江　崇

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代中国語における複文の諸相

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、古代中国語の複文について、如何なる形式的・機能的特徴を備え、歴史的に如何
なる過程を辿ったのかを理解することにある。
現代中国語の複文の体系について、日本語と対照しつつ概説した後、上古中国語の複文について、
中国語で書かれた専門書を読解することにより、古代中国における複文を巡る諸問題について理解
する。さらに中国語の複文体系の史的変化および古代中国語の複文の類型論的特徴について理解す
る。

 [到達目標]
古代中国語の複文について、形式面・機能面から現代中国語の複文体系との相違を理解した上で、
中国語の複文体系の史的変化および古代中国語の複文の類型論的特徴について考察することができ
る

 [授業計画と内容]
古代中国語研究のための基本書を紹介した上で、形式面・機能面から現代中国語の複文体系を解説
する。第3回から第11回までは、梅広『上古漢語語法綱要』(台北：三民書局，2015年)第三章「偏正
結構：条件句」を読解しつつ、古代中国における複文を巡る諸問題を検討する。中国語論文の読解
の際は、担当の履修者が日本語訳を提出し、教員がその内容について解説と補足を行う形式で授業
を進める。具体的な授業計画は以下のようである。ただし講義の進度や受講者の情況によって、テ
ーマごとの回数や順序を変更することがある。

第1回　授業の目的の説明、古代中国語研究のための基本書の紹介　　　　
第2回　現代中国語における複文の類型（1）
第3回　現代中国語における複文の類型（2）
第4回　梅広2015「1．条件的非実然与実然」
第5回　梅広2015「2．仮設複句」（1）
第6回　梅広2015「2．仮設複句」（2）
第7回　梅広2015「2．仮設複句」（3）
第8回　梅広2015「2．仮設複句」（4）
第9回　梅広2015「3．譲歩複句」（1）
第10回　梅広2015「3．譲歩複句」（2）
第11回　梅広2015「3．譲歩複句」（3）
第12回　中古以降の複文の類型（1）
第13回　中古以降の複文の類型（2）
第14回　まとめ
第15回　フィードバック

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
中国語学習の経験者であること。
中国古典についての基礎的な知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点50点とレポート50点により評価する。ただし、レポートの提出については、授業において中
国語論文の日本語訳(訳と注釈を含む)を発表することにより代替することが可能とする。

 [教科書]
使用しない
ハンドアウトを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
中国語論文の日本語訳を担当する履修者は、必ず事前に日本語訳を作成しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
教員との連絡方法はメールによること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 松江　崇

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代中国語の引用表現

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、古代中国語の引用表現について、如何なる形式的・機能的特徴を備え、歴史的に
如何なる過程を辿ったのかを理解することにある。
現代中国語の引用表現について、日本語と対照しつつ概説した後、上古中国語の引用表現について、
中国語で書かれた論文を読解することにより、古代中国における引用表現を巡る諸問題について理
解する。さらに中国語の引用表現の史的変化および古代中国語の引用表現の類型論的特徴について
理解する。

 [到達目標]
古代中国語の引用表現について、形式面・機能面から現代中国語の引用表現との相違を理解した上
で、中国語の引用表現の史的変化および古代中国語の引用表現の類型論的特徴について考察するこ
とができる。

 [授業計画と内容]
古代中国語研究のための基本書を紹介した上で、形式面・機能面から現代中国語の引用表現を解説
する。第3回から第7回は中国語で書かれた董秀芳「実際語篇中直接引語与間接引語的混用現象」（
『語言科学』第7巻第4期，2008年）、第8回から第11回は杜道流「古代漢語動詞“問”帯賓語結構
的演変」（『語言科学』第4巻第2期，2005年）を読解しつつ、古代中国における引用表現を巡る諸
問題を検討する。中国語論文の読解の際は、担当の履修者が日本語訳を提出した上で授業を行い、
教員がその内容について、解説と補足を行う。具体的な授業計画は以下のようである。ただし講義
の進度や受講者の情況によって、テーマごとの回数や順序を変更することがある。

第1回　授業の目的の説明、古代中国語研究のための基本書の紹介　　　　
第2回　現代中国語における引用表現（1）
第3回　現代中国語における引用表現（2）
第4回　董秀芳2008の講読（1）
第5回　董秀芳2008の講読（2）
第6回　董秀芳2008の講読（3）
第7回　董秀芳2008の講読（4）
第8回　杜道流2005の講読（1）
第9回　杜道流2005の講読（2）
第10回　杜道流2005の講読（3）
第11回　杜道流2005の講読（4）
第12回　中古以降の複文の類型（1）
第13回　中古以降の複文の類型（2）
第14回　まとめ

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)

第15回　フィードバック

 [履修要件]
現代中国語を学習した経験があること。
中国古典について基礎的な知識を持っていること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点50点とレポート50点により評価する。ただし、レポートの提出については、授業において中
国語論文の日本語訳(訳と注釈を含む)を発表することにより代替することが可能とする。

 [教科書]
使用しない
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
中国語論文の日本語訳を担当する履修者は、必ず事前に日本語訳を作成しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
教員との連絡方法はメールによること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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 野原　将揮

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国の方言について

 [授業の概要・目的]
本講義は中国の諸方言について大まかな枠組み、各方言の特徴を概観することを目的とする。
また歴史的な観点から、中古音および上古音との関係についても紹介する予定である。
　

 [到達目標]
中国語の諸方言の枠組みを理解している
各方言の特徴を説明できる
中国語特有の方言調査の手法を身につける

 [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、興味関心とトピックによって、テーマご
との講義回数あるいは順序に変更が生じる可能性がある。 
前半：基礎的な内容
第1回ー第3回：ガイダンス　調音音声学、音韻論と中国語音韻学の述語の確認
第４回ー第6回：中国語諸方言の概要
第7回ー第9回：中古音との対応関係、中国語方言の調査方法について

後半：個別の事例と近年の研究成果
第10回、第11回、第12回、第13回、第14回
毎回個別の方言を取り上げて、その特徴について考察・議論する
第15回 フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業への取り組み（50点）と授業内発表・小レポート（50点）

 [教科書]
使用しない
配布資料を準備する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

適宜紹介する

 [授業外学修（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。指示に従って読んでおく
こと。資料はその都度配布する予定。

（その他（オフィスアワー等））
授業内で案内します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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 野原　将揮

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語音韻学：中古音について

 [授業の概要・目的]
中古音は上古音、近世音を研究するための一つの定点であり、中国語諸方言、漢字音等を研究する
上で不可欠の分野である。そこで本講義では中古音の基礎的な知識・概念を提供するとともに、関
連する事項（特に中国語学の専門用語、字書、義書等）についても紹介する予定である。また中古
音と上古音の関係についてもあわせて紹介したい。

 [到達目標]
中古音の基本的な概念を理解する
中古音の声母・韻母の用語を覚える
中国語音韻学の専門用語を音声学の用語で説明ができる
字書・義書・韻書の成立と大まかな流れを理解する

 [授業計画と内容]
特に前半では中古音の基本的な概念を理解することを目的とする。第10回までに中古音の基本的な
専門用語を暗記すること。授業内でも工夫して暗記する時間を設ける予定である。
第1回ー第3回　ガイダンス　音声学、音韻論、中国語音韻学の用語について
第4回ー第6回　切韻系韻書、反切について
第7回ー第9回 韻図、方言、漢字音について
第10回　中古音の用語チェック
後半は中古音に関連する事項について紹介する。
第11回ー14回　字書、義書について
第15回　まとめ、フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
議論への積極的な参加（20%） 
小テスト（50%）
レポート（30%）

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]
プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で適宜紹介しますが、専門用語を覚えてもらいます。

（その他（オフィスアワー等））
授業内で案内します。

※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36

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

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 大阪大学　人文学研究科　教授 浅見　洋二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2022・
  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  宋代文学研究―蘇軾・陸游を中心に

 [授業の概要・目的]
宋代の文学について、北宋・蘇軾と南宋・陸游を中心に、両者を比較するかたちで考察する。宋代
を代表する二人の文学の考察を通して、中国前近代社会における文人士大夫の精神世界と、文学作
品の生成・受容・伝承の諸相を明らかにする。

 [到達目標]
・中国宋代における文人士大夫の社会的特性を理解する。
・宋代の文人士大夫をとりまく官僚社会の特性を理解する。
・宋代の文人士大夫の精神世界の特性を理解する。
・中国宋代における文学作品の生成・受容・伝承のあり方を理解する。
・蘇軾・陸游という文人士大夫の個性について理解を深める。

 [授業計画と内容]
この講義では、以下のいくつかのテーマを中心に考えてみたい。授業の進捗状況や履修者の関心の
状況によって、多少の内容変更がありうる。

（１）蘇軾と陸游の生涯についての概説　【第１回】
（２）蘇軾における官界での挫折　【第２回】
（３）陸游における官界での挫折 【第３回】　　　
（４）蘇軾の田園生活 【第４回】
（５）陸游の田園生活 【第５・６回】　　　
（６）蘇軾の文学テクスト：政治的公文書 【第７回】　　　
（７）蘇軾の文学テクスト：詩詞 【第８回】　　　
（８）蘇軾の文学テクスト：書簡 【第９・1０回】
（９）陸游の文学テクスト：政治的公文書【第１１回】
（１０）陸游の文学テクスト：詩詞【第１２・１３回】
（１１）蘇軾と陸游の比較および総括 【第１４・１５回】

 [履修要件]
特になし

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
討論への積極的な参加（20点）と最終レポートの成績（80点）による。レポートについては到達目
標の達成度、および独創性に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
授業に必要な資料については、プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
浅見洋二ほか 『皇帝のいる文学史：中国文学概説』（大阪大学出版会，2015）ISBN:9784872595048
浅見洋二 『中国宋代文学の圏域：草稿と言論統制』（研文出版，2019）ISBN:9784876364473
浅見洋二 『新釈漢文大系詩人編　陸游』（明治書院，2022）ISBN:未定
　

 [授業外学修（予習・復習）等]
上記の参考書は、本授業の内容に密接に関連するので、目を通しておいてもらうことが望ましい。

（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37

科目ナンバリング 　G-LET11 71464 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文章寫作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。此外、課堂上也有随時的短文写作。

1　導論
2　記叙文（一）　簡単的記人
3　記叙文（二）　簡単的叙事
4　作文講評　
5　説明文（一）　説明事物
6　説明文（二）　解説事理
7　作文講評
8　補充説明
9　應用文（一）　讀後感
10　應用文（二）　観後感
11　作文講評
12　議論文（一）　立論
13　議論文（二）　駁論
14　作文講評
15　総結

 [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）。
中国語を母語とする学生は受講できない（以漢語為母語的學生不可選修）。

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]
平常点（30％）および作文（70％）

 [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）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。余裕のある場合のみ、
中国語学中国文学研究室の学部学生を受け入れる。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38

科目ナンバリング 　G-LET11 71464 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 王　ぎえん

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  実習

使用
言語  中国語

題目  中文學術文章寫作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。此外、課堂上也有随時的短文写作。

1　導論
2　記叙文（三）　複雑的記人
3　記叙文（四）　複雑的叙事
4　作文講評　
5　説明文（三）　説明事物
6　説明文（四）　解説事理
7　作文講評
8　補充説明
9　議論文（三）　立論
10　議論文（四）　駁論
11　作文講評
12　專業論文（一）　討論語言学問題
13　専業論文（二）　討論文学問題
14　作文講評
15　総結

 [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）。
中国語を母語とする学生は受講できない（以漢語為母語的學生不可選修）。

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]
平常点（30％）および作文（70％）

 [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）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。余裕のある場合のみ、
中国語学中国文学研究室の学部学生を受け入れる。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39

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

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 成田　健太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『管錐編』選読

 [授業の概要・目的]
『管錐編』は、中国近代を代表する文学者の一人である銭鍾書（1910-1998）による中国古典文学
に関する札記である。本演習ではそのなかでも、前年度に引き続いて、全上古三代秦漢三国六朝文
一三八・全晉文卷九七の陸機「文賦」の札記の部分を読み、その説くところを正確に理解し、得ら
れた知見を訳注の形にまとめる。

 [到達目標]
・古典中国語で書かれたテクストを正確に読解し、明晰な日本語による訳注の形式において再構成
する能力を獲得する。
・札記テクストが対象とし、またそのなかで言及される多数の文学テクストを比較対照し、その総
体を立体的に理解する。
・札記テクストの所論を文学研究の方法として批判的に理解する。

 [授業計画と内容]
第1回：使用テクストの確認、分担の決定
第2回～第15回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
古典中国語の読解力、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]
平常点（訳注原稿の内容、授業における訳注改善に寄与する発言等）による。

 [教科書]
授業中にプリント資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
銭鍾書 『管錐編』（生活・読書・新知三聯書店）ISBN:9787108065933
厳可均 『全上古三代秦漢三国六朝文』（中華書局）
張少康 『文賦集釈』（人民文学出版社）ISBN:7020031668

 [授業外学修（予習・復習）等]
出席者は、訳注作成担当者以外も、各自テクストを誠実に読みこんだうえで授業にのぞむ必要があ
る。

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



文献文化学系40

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

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 成田　健太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『管錐編』選読

 [授業の概要・目的]
『管錐編』は、中国近代を代表する文学者の一人である銭鍾書（1910-1998）による中国古典文学
に関する札記である。本演習ではそのなかでも、北宋の小説集『太平広記』に関する札記の部分を
読み、その説くところを正確に理解し、得られた知見を訳注の形にまとめる。

 [到達目標]
・古典中国語で書かれたテクストを正確に読解し、明晰な日本語による訳注の形式において再構成
する能力を獲得する。
・札記テクストが対象とし、またそのなかで言及される多数の文学テクストを比較対照し、その総
体を立体的に理解する。
・札記テクストの所論を文学研究の方法として批判的に理解する。

 [授業計画と内容]
第1回：使用テクストの確認、分担の決定
第2回～第15回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
古典中国語の読解力、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]
平常点（訳注原稿の内容、授業における訳注改善に寄与する発言等）による。

 [教科書]
授業中にプリント資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
銭鍾書 『管錐編』（生活・読書・新知三聯書店）ISBN:9787108027467
厳可均 『全上古三代秦漢三国六朝文』（中華書局）

 [授業外学修（予習・復習）等]
出席者は、訳注作成担当者以外も、各自テクストを誠実に読みこんだうえで授業にのぞむ必要があ
る。

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



文献文化学系41

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

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 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

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）巻十「秘書省冬夜宿直寄懐李徳素」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』巻十から毎回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]
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）

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)

 [参考書等]
  （参考書）
劉琳・李勇先・王蓉貴 点校 『黄庭堅全集』（中華書局、2021年）ISBN:978-7-101-15106-0
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社、1997年）ISBN:7-80050-920-6

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

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 緑川　英樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

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）巻十九「四休居士詩」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』巻十九を毎回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]
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）

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)

 [参考書等]
  （参考書）
劉琳・李勇先・王蓉貴 点校 『黄庭堅全集』（中華書局、2021年）ISBN:978-7-101-15106-0
鄭永暁 『黄庭堅年譜新編』（社会科学文献出版社、1997年）ISBN:7-80050-920-6

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
教授 文学研究科 緑川　英樹
准教授 文学研究科 成田　健太郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国語学中国文学の諸問題

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点]
平常点（修了年度の口頭発表による）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61530 LJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  明代絵画論研究

 [授業の概要・目的]
明代の絵画論の主要なものを読み進めることにより、明代の絵画論の特徴を知ると共に、明代の絵
画論の中国絵画理論史上の位置づけを、特に「気」の観点から再考する。
最初は講義形式で始めるが、出席者の状況により、部分的に発表形式を取ることも考えている。

 [到達目標]
・明代の絵画論の特徴を知る。
・明代の絵画論の中国絵画理論史上の新しい位置づけを見いだす。

 [授業計画と内容]
1．　　講義の概要の説明
2　　　王履
3～5　 何良俊
6～7　 莫是龍
8～10　王世貞
11～13 李日華
14～18 沈周
19～24 文徴明
25～29 董其昌
30．　フィードバック（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]
平常点（50%）、期末レポート（50%）

 [教科書]
授業中に指示する
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
展覧会、図録などで絵画作品についての知見を広める。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61530 LJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  北朝正史の儒林伝を読む

 [授業の概要・目的]
　南北朝時代、中国は南北に分かれ、その学問の在り方も様相を異にした部分が多い。中国の思想
と言えば儒学をすぐに想起しようが、その根幹たる経書には歴代様々な注釈が施され、南朝と北朝
とで、どの注釈書に依拠して各経書を読んだかが異なったことは、よく知られる。
　そこで本講義では、北朝における儒学、経学の実態を探る第一歩として、北朝正史の儒林伝を読
んでいく。具体的には『魏書』『北斉書』『周書』である。
　北朝における学問の共有や伝承の様子を、時には南朝の動向をも視野に入れつつたどることで、
北朝ではどのような学問を備えることが目指されたのかを、探っていく。また儒者に対して、社会
がどのような役割を期待していたのかについても、考えていきたい。こうした営みは、南北朝時代
に限らず、中国社会を考える上でのヒントになろう。
　なおすでに令和２年度から『魏書』儒林伝を読み始めており、今年度はその途中からになる。た
だし過去の内容は当然フォローするので、今年度からの受講も問題ない。分野を問わず、様々な学
生の履修に期待したい。

 [到達目標]
・北朝正史の儒林伝を精読することで、北朝における学問の特質を理解できる。
・北朝のおける学問継承の在り方を明らかにし、それを系統立てて説明できる。
・儒林伝に描出される儒者の活動を読み解くことで、学問と社会の関係性について、自らの問題意
識に関連付けて考察する。

 [授業計画と内容]
　原則として講義形式（北朝正史の儒林伝に対する教員作成の訳注を基に、それに関連する事項な
どを解説、補足する）で進めるが、出席者にも適宜テキストを読解してもらったり、講義の内容に
コメントしてもらったりする場面を設ける。

１　ガイダンス
２・３　北朝儒学に関する先行研究紹介
４～１０　『魏書』儒林伝精読
　　　　　（立伝者は計１７名、そのうち今年度は「董徴」以降の５名を読む）
１１～２８　『北斉書』儒林伝精読（立伝者は計１５名）
２９・３０　まとめ

※フィードバックの方法は授業時に指示する。

中国哲学史(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義) (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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４０％、最
終レポートを６０％で評価。

 [教科書]
授業中に指示する
教員作成のプリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
氣賀澤保規ほか 『中国史書入門　現代語訳　北斉書』（勉誠出版,2021年）ISBN:978-4-585-29612-6
（『北斉書』の邦訳で、儒林伝序の邦訳を含む。北斉を含む北朝の歴史を概観できる。）
上記の書籍の他、参考書籍は数多いので、授業中に紹介していく。

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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 東北大学大学院文学研究科　教授 三浦　秀一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2022・
  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  明代儒仏道三教交渉史

 [授業の概要・目的]
この授業では明代における儒仏道三教交渉の歴史的展開をあとづける。明学の精華とされる陽明学
が仏道両教、とりわけ禅仏教と親和的な思想内容を有することは周知のとおりだが、そうした思想
が明朝正徳嘉靖期に登場するにいたる思想史的背景や、陽明後学の活動と明末における仏道両教と
の関連性などについて、科挙制度の普及や出版活動の興隆というこの時代の社会や文化を特徴づけ
る要素にも触れながら考察してゆきたい。

 [到達目標]
明代思想についての歴史的理解を深めるとともに、様々な状況に置かれた当時の人々の思考を追跡
することで、多面的・多角的に「人間」を見る視野を育む。

 [授業計画と内容]
状況によっては内容には変更の可能性あり。
第１回：導論（研究史の概観）
第２回：太祖朱元璋と明初の儒臣
第３回：宋濂から張宇初へ
第４回：祝允明とその周辺の人士
第５回：青年期の王守仁
第６回：薛蕙・王道と羅欽順
第７回：嘉靖後半の陽明後学
第８回：万表と趙貞吉
第９回：楊慎と何良俊
第10回：王世貞から胡応麟へ
第11回：耿定向から焦竑へ
第12回：屠隆と馮夢禎
第13回：彭好古と伍守陽
第14回：楊起元・周汝登・鄒元標
第15回：まとめ
フィードバックの仕方については授業時に指示する。

 [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]
平常点（50%）およびレポート（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
　

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
開講日時は5月初旬にKULASISを通して連絡の予定。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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

  2022・
   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]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。
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

  （関連ＵＲＬ）
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki(全国漢籍データベース)
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/toho/html/top.html(東方学デジタル図書館)
https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/5592/2006%E6%BC%A2%E7%B1%8D%E7%9B%
AE%E9%8C%B2%E5%85%A5%E9%96%80(%E8%B3%87%E6%96%99).pdf(漢籍目録入門（資料）（
中里見敬氏）)
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/130672/1/kogusho.pdf(工具書について―漢籍
の整理―（永田知之）)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcul/106/0/106_1493/_pdf/-char/ja(漢籍整理備忘録―中国の古典籍・古
文書の理解のために―（小島浩之氏）)

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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

  2022・
   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

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]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。 
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。

 [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
吉川幸次郎 『吉川幸次郎遺稿集　第1巻』（筑摩書房）ISBN:4480746412
程千帆・徐有富著、向嶋成美・大橋賢一・樋口泰裕・渡邉大訳 『中国古典学への招待―目録学入門』
（研文出版）ISBN:9784876364091

  （関連ＵＲＬ）
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki(全国漢籍データベース)
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/65024(京都大学人文科学研究所漢籍分類一覧 : 
部-類-属-目-例)
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/refguide/13216(漢籍の探し方（大西賢人氏）)

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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 倉本　尚徳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国の僧伝から見た隋の仏教：『続高僧伝』講読（一）

 [授業の概要・目的]
　中国初唐の道宣が撰した『続高僧伝』は、南北朝期から初唐にかけての中国仏教史を考える際に
最も基本となる史料であり、日本仏教にも大きな影響を与えている。この書は、僧伝にかかわる関
連史料の網羅的な収集と各地の実地踏査をもとに幾度も増補改訂がなされ、同種の書に例をみない
豊富な内容と版本ごとの大きな異なりを有している。特に日本の寺院が所蔵する古写本は、版本よ
りも以前の形態を保存しており、近年研究が進み、その増補過程が次第に明らかとなってきている。

　本授業では、『続高僧伝』の各種版本・撰者道宣の伝記について概観した後、主要な僧の伝につ
いて、研究史を紹介し、複数の版本を比較検討し、同一人物についての他の史料と比較検討しなが
ら読み進める。それによって、中国仏教史の理解を深め、僧伝の内容にいかに撰者の主観が大きく
影響しているかを考えてみたい。なお時間の関係上適宜省略しつつ読み進める。関連する石刻資料
があれば現物の写真・拓本なども紹介する。
　基本は講義形式と講読形式を交互に併用して進めるが、進捗状況に応じて柔軟に対応する。講読
にあたっては受講者の状況に応じて、一部分の現代語訳担当を御願いする。それが難しい場合はレ
ポート提出とする。
　前期は講義では主に北朝後期から隋代の僧をとりあげ、北周の廃仏と隋文帝の仏教復興政策とイ
ンド・西域の仏教との関係について考察する。講読は前年度に引き続き隋の訳経僧、闍那崛多の伝
から読み進める。
  

 [到達目標]
内容面
一、インド仏教と中国仏教との差異を学ぶ。
二、北朝・隋代の主要な僧の経歴を把握し、隋の仏教復興政策について理解する。
三、僧伝執筆の時代的背景や執筆者の思想的立場を理解する。
四、伝記の記事内容を事実として鵜呑みにせず、相対化する視点を身につける。

技能面
一、僧伝に使用される常套句やロジックに親しみ、仏教漢語読解能力を高める。
二、ＣＢＥＴＡ・ＳＡＴなどの電子仏典資料について理解し適切に使用できるようになる。
三、複数の版本を用いた文字の校勘の仕方を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回：『続高僧伝』を読むために必要な基本的資料と工具書
第2回： 『続高僧伝』講義　道宣の略伝・諸版本・訳注レジュメ作成方法の説明
第3回： 『続高僧伝』講義　隋代の訳経僧：那連提黎耶舎・闍那崛多・

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達摩笈多・彦琮
第4回： 『続高僧伝』講読（1）
第5回： 『続高僧伝』講義：曇延
第6回： 『続高僧伝』講読（2）
第7回： 『続高僧伝』講義：曇遷
第8回：『続高僧伝』講読（3）
第9回：『続高僧伝』講義：浄影寺慧遠
第10回：『続高僧伝』講読（4）
第11回：『続高僧伝』講義：霊裕
第12回：『続高僧伝』講読（5）
第13回：『続高僧伝』講義：智顗
第14回：『続高僧伝』講読（6）
第15回：『続高僧伝』講義：志念

 [履修要件]
古典漢文読解の基礎的な能力や現代中国語文読解能力があれば望ましいが、
学ぶ意欲のある方であればどなたでも受講を歓迎する

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業内での発言・発表状況または小レポート）100％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
 『国訳一切経　和漢撰述部　史伝部8，9，10』（大東出版社）（書の解題と書き下し・簡単な注釈
を掲載したもの）
 『大乗仏典　中国・日本篇』（中央公論社）（『続高僧伝』の何人かの伝記について現代語訳と注
を掲載）
 『新国訳大蔵経・『続高僧伝』1』（大蔵出版）（卷六までの書き下し・簡単な注釈を掲載したも
の）
その他の参考文献については講義中に随時提示する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：僧伝をあらかじめ下読みしておく。関連する僧伝の現代語訳や書き下し（国訳一切経）各種
版本の文字の異同などを調べておく。
復習：講義内容を復習し、疑問等があれば関連する資料を調査し、次回講義時に発表する。

中国哲学史(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(3)

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けないが、開講時にメールアドレスを伝えるので質問・意見等があれば随
時歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系50

科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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 倉本　尚徳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  隋代の寺院と僧伝：『続高僧伝』講読（二）  

 [授業の概要・目的]
　中国初唐の道宣が撰した『続高僧伝』は、南北朝期から初唐にかけての中国仏教史を考える際に
最も基本となる史料であり、日本仏教にも大きな影響を与えている。この書は、僧伝にかかわる関
連史料の網羅的な収集と各地の実地踏査をもとに幾度も増補改訂がなされ、同種の書に例をみない
豊富な内容と版本ごとの大きな異なりを有している。特に日本の寺院が所蔵する古写本は、版本よ
りも以前の形態を保存しており、近年研究が進み、その増補過程が次第に明らかとなってきている。

　本授業では、基本は講義形式と講読形式を交互に併用して進める。進捗状況に応じて柔軟に対応
する。主要な僧の伝について、研究史を紹介し、複数の版本を比較検討し、同一人物についての他
の史料と比較検討しながら読み進める。それによって、中国仏教史の理解を深め、僧伝の内容にい
かに撰者の主観が大きく影響しているかを考えてみたい。なお時間の関係上適宜省略しつつ読み進
める。関連する石刻資料があれば現物の写真・拓本なども紹介する。
　講読にあたっては受講者の状況に応じて、一部分の現代語訳担当を御願いする。それが難しい場
合はレポート提出とする。講読は前期に引きつづいて訳経篇を読み進める。
　後期は講義では主に隋代の代表的な寺院をテーマとする。北周の廃仏をうけた後の隋代の寺院の
建立と隋文帝の仏教復興政策との関係について考察する。

 [到達目標]
一、インド仏教と中国仏教との差異を学ぶ。
二、隋代の主要な寺院を把握し、隋の仏教復興政策について理解する。
三、僧伝執筆の時代的背景や執筆者の思想的立場を理解する。
四、伝記の記事内容を事実として鵜呑みにせず、相対化する視点を身につける。

技能面
一、僧伝に使用される常套句やロジックに親しみ、仏教漢語読解能力を高める。
二、ＣＢＥＴＡ・ＳＡＴなどの電子仏典資料について理解し適切に使用できるようになる。
三、複数の版本を用いた文字の校勘の仕方を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回：前期の内容を簡単に復習し，後期の内容について説明する。
第2回：『続高僧伝』講義：大興善寺・東都上林園翻経館
第3回：『続高僧伝』講読（1）
第4回：『続高僧伝』講義：禅定寺・大禅定寺
第5回：『続高僧伝』講読（2）
第6回：『続高僧伝』講義：蒲州栖巖寺・仁寿舎利塔事業
第7回：『続高僧伝』講読（3）
第8回：『続高僧伝』講義：煬帝と江南仏教（長安日厳寺・江都・東都慧日道場）
第9回：『続高僧伝』講読（4）
第10回：『続高僧伝』講義：隋長安の尼寺

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

第11回：『続高僧伝』講読（5）
第12回：『続高僧伝』講義：天台山国清寺・荊州玉泉寺
第13回：『続高僧伝』講読（6）
第14回：『続高僧伝』講義：その他主な長安寺院
第15回：『続高僧伝』講読（7）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業内での発言・発表状況・小レポート）100％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
 『国訳一切経　和漢撰述部　史伝部8，9，10』（大東出版社）（書の解題と書き下し・簡単な注釈
を掲載したもの）
 『大乗仏典　中国・日本篇』（中央公論社）
その他の参考文献については講義中に随時提示する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：配付資料をもとにあらかじめ下読みしておく。関連する僧伝の現代語訳や書き下し（国訳一
切経）などを調べておく。
復習：講義内容を復習し、疑問等があれば関連する資料を調査し、次回講義時に発表する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けないが、開講時にメールアドレスを伝えるので質問・意見等があれば随
時歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢訳『金剛般若経』の精読研究（１）

 [授業の概要・目的]
　『金剛般若経（こんごう・はんにゃきょう）』はインド中国で最もよく読まれた大乗般若経であ
る。サンスクリット語原典には異なる数種があり、また中国で訳された漢訳にも複数種類ある。岩
波文庫に収める漢訳とサンスクリット語原典が唯一のものではないし、岩波文庫の和訳も問題を含
む箇所がある。この授業では、インド中国の大乗佛教を知るための素材として、『金剛般若経』の
サンスクリット語原典・漢訳数種・チベット語訳を比較しながら、細かな相違を適確に理解する読
解訓練を行いながら、特に漢訳諸本の訳語のニュアンス（含蓄）にどのような違いがあるかを、原
文に即して理解できるようにすることを目指す。
　またその基となる基本知識として、佛教漢語の特色・訳語（漢訳）の特異性・大藏経の使い方・
佛教漢語の意味を確定するために行う常套的手法も身に付けるようにする。

 [到達目標]
一，仏典漢訳史（仏典漢訳の歴史的変異）の概略を理解する。
二，仏教漢語を伝統漢語と訳語の二面から扱うための方法論を身に付ける。
三，仏教漢語を上記二面から扱い，適切な現代語訳を作り，漢語仏典の読解力を向上させる。

あわせて次の３点を習得する。
１．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（佛教に特有の訓読の問題点を含む）。
３．電子化された一次資料の使い方と留意事項。

 [授業計画と内容]
第１回：中国仏教を学ぶために必要な基本的一次資料と工具書
第２回：大蔵経の基礎知識・歴史・使用に当たって特に注意すべきこと・
　　　　大正大蔵経の使用する時の注意点・電子テキスト利用上の注意点
第３回：『金剛般若経』の思想的特徴と言語的特徴
第４回：『金剛般若経』の書誌（原典・前近代の諸訳・注釈・主要研究）
第５回：五世紀初頭の鳩摩羅什訳『金剛般若波羅蜜経』精読(1)
第６回：『同』精読(2)
第７回：『同』精読(3)
第８回：『同』精読(4)
第９回：『同』精読(5)
第10回：『同』精読(6)
第11回：六世紀前半の菩提流支訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴(1)
第12回：六世紀前半の菩提流支訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴(2)-宋思溪版の特徴
第13回：六世紀後半の真諦訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

第14回：六世紀末の笈多訳『金剛能断般若波羅蜜経』の読解不可能性
第15回：前期の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（原文精読を必ず一度は担当する。積極的に意見と質問を提起する）。
自らの疑問や調べた内容について発言し、出席者たち全員に意見交換を促す

 [教科書]
使用しない
教科書は使用しません。
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。

個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。
特に必読の論文はPDFを作成し、読むことを義務付けます。

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
中村元・紀野一義 『般若心経　金剛般若経』（岩波文庫、岩波書店）ISBN:978-4003330319（鳩摩
羅什の漢訳とサンスクリット語原典についての訳注）

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：
配布資料を基にして，授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備しなさい。

（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します。
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52

科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢訳『金剛般若経』の精読研究（２）

 [授業の概要・目的]
　『金剛般若経（こんごう・はんにゃきょう）』はインド中国で最もよく読まれた大乗般若経であ
る。サンスクリット語原典には異なる数種があり、また中国で訳された漢訳にも複数種類ある。岩
波文庫に収める漢訳とサンスクリット語原典が唯一のものではないし、岩波文庫の和訳も問題を含
む箇所がある。この授業では、インド中国の大乗佛教を知るための素材として、『金剛般若経』の
サンスクリット語原典・漢訳数種・チベット語訳を比較しながら、細かな相違を適確に理解する読
解訓練を行いながら、特に漢訳諸本の訳語のニュアンス（含蓄）にどのような違いがあるかを、原
文に即して理解できるようにすることを目指す。
　またその基となる基本知識として、佛教漢語の特色・訳語（漢訳）の特異性・大藏経の使い方・
佛教漢語の意味を確定するために行う常套的手法も身に付けるようにする。

 [到達目標]
一，仏典漢訳史（仏典漢訳の歴史的変異）の概略を理解する。
二，仏教漢語を伝統漢語と訳語の二面から扱うための方法論を身に付ける。
三，仏教漢語を上記二面から扱い，適切な現代語訳を作り，漢語仏典の読解力を向上させる。

あわせて次の３点を習得する。
１．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（佛教に特有の訓読の問題点を含む）。
３．電子化された一次資料の使い方と留意事項。

 [授業計画と内容]
第１回：前期のまとめ。無著菩薩造・達磨笈多訳『金剛般若論』中の達磨笈多訳経本
第２回：七世紀中期の玄奘訳『能断金剛般若波羅蜜経』の特徴
第３回：七世紀後期の玄奘訳『大般若経』の「能断金剛分」の特徴。玄奘両訳の関係
第４回：八世紀初頭の義浄訳『金剛能断般若波羅蜜経』の特徴
第５回：サンスクリット語原典中の相違
第６回：サンスクリット語原典と漢訳諸本の相違
第７回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(1)
第８回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(2)
第９回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(3)
第10回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(4)
第11回：チベット語訳から知られる特色
第12回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(1)
第13回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(2)
第14回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(3)
第15回：後期の総括および通年のまとめ

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]
平常点（原文精読を必ず一度は担当する。積極的に意見と質問を提起する）。
自らの疑問や調べた内容について発言し、出席者たち全員に意見交換を促す。

 [教科書]
使用しない
教科書は使用しません。
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。

個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。
特に必読の論文はPDFを作成し、読むことを義務付けます。

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
中村元・紀野一義 『般若心経　金剛般若経』（岩波文庫、岩波書店）ISBN:978-4003330319（鳩摩
羅什の漢訳とサンスクリット語原典についての訳注）

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：
配布資料を基にして，授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備しなさい。

（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します。
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53

科目ナンバリング 　G-LET12 71540 SJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『困学紀聞注』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『困
学紀聞注』を精読する。授業は、訳注を作らず、授業の場で適宜一条ずつ担当をしてもらい訓読な
らびに出典などの報告をしてもらう。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、もとの書物を調べる作業を重視する。今年は困学紀聞注（翁注困学紀
聞）の巻十、諸子の部分を読む。

 [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議論を読むことにより、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、授業の進め方のガイダンス
2．漢志…条～家語…条
3．皇覧…条～荀子…条
4．成相…条～勧学…条
5．河間…条～法言…条
6．老泉…条～詩失…条
7．封禅…条～張元素…条
8．戎狄…条～無功…条
9．李百薬…条～杜淹…条
10．王無功…条
11．世説…条～傅子…条
12．管仲…条～晁景迂…条
13．老子…条～首章…条
14．惟無…条～文子者…条
15．文子者…条（続き）
16．文子曰…条～孤父…条
17．東坡…条～大宗師…条
18．天運…条～荊公…条
19．呂吉甫…条～荘子…条
20．庖丁…条～斉物論…条
21．荘子逸篇～游鳧…条
22．挿桃枝…条～善巻…条
23．廉者…条～市上…条
24．亡羊…条～梁君…条
25．人而…条～叔文…条
26．叔文…条（続き）

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

27．太平御覽…条～尸子曰舜…条
28．程子…条～韓子曰殷…条
29．五蠹…条～必恃…条
30. 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]
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。毎時間の発表が１００%。）

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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54

科目ナンバリング 　G-LET12 71540 SJ36　

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

  2022・
   通年 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  阮元の文章を読む

 [授業の概要・目的]
　阮元（1764-1849）は言うまでもなく清朝考証学を代表する学者である。この授業では、彼の著
作『ケン経室集』（ケン：研＋手）の中から、経学を中心として思想に関わる内容の文章を選読す
る。文章のジャンルは序・論・跋・書など多岐にわたる。
　多彩なテーマやジャンルの文章を読むことは、古典読解能力を高めるとともに、その考証の手法
や表現の方法を学ぶことをも可能にするであろう。そして同時代の学者が、同じテーマに対して考
察を展開していた場合、時に阮元を離れてでも、それについて検証していくので、清朝という時代
の学的風潮も体感できる。
　話題は経学を中心としつつ、中国の多様な時代、分野に及ぶことになる。また文章のジャンルも
特定のものにこだわらない。そのため様々な専攻の学生の出席を期待する。

 [到達目標]
・中国古典文献を、典拠や用例を調べ、その原典にあたりながら正確に読解できる。
・読解の成果を自然な日本語に訳し、また適切な注釈を附すことで、訳注の形で提示する能力を身
につける。
・文献に披瀝されている考証の手法を体得することを目指す。
・読解内容に対する阮元以外の考証をも検討することで、同一テーマに対する多角的な視野を持つ
力を養う。

 [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。読む文章は教員が適宜選択するが、履修者の興味関心を見て決定する予定である。
１ ガイダンス
２～30 阮元の文章を読む
例：易書不尽言言不尽意説、釈心、擬国史儒林伝序、刻七経孟子考文並補遺序
曽子十篇注釈序、孝経解、論語解、論語一貫説、大学格物説、明堂論
詩十月之交四篇属幽王説、進退維谷解、王伯申経義述聞序、春秋公羊通義序
与臧拝経庸書

※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

中国哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習) (2)

 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
演習は何より学生が主役であるため、自身の意見を言うためには、相応の予習が必要である。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55

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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

  2022・
   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』を輪読する。

 [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15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]
平常点。

 [教科書]
教材は担当教員が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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56

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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

  2022・
   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』を輪読する。

 [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15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]
平常点。

 [教科書]
教材は担当教員が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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57

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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 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

  2022・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『論語義疏』講読

 [授業の概要・目的]
この授業では、儒教文献『論語義疏』を講読する。その経文・何晏等集解・皇侃義疏、そして『経
典釈文』（論語音義）を講読の対象とする。
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もちろんだが、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。
慶應義塾大学蔵の中国写本の影印に基づき、子罕篇の訳注を作成する。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・『論語義疏』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、『論語義疏』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]
『論語義疏』先進篇の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回　「牢曰子云」章
・第3回　「子曰吾有知乎哉」章
・第4回　「子曰鳳鳥不至」章
・第5回　「子見齊衰者」章
・第6回・7回　「顏淵喟然歎曰」章
・第8回ー１０回　「子疾病」章
・第１1回　「子曰吾自衛反魯」章
・第１2回　「子曰出則事公卿」章
・第１3回　「子在川上」章
・第１4回　「子曰吾未見好德」章
・第１５回　フィードバック（詳細は授業時に指示する）

 [履修要件]
中級程度の中国語を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。平常点は、授業への参加状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。 

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
毎回の授業に、以下に指定する工具書のうち、いずれかを携帯することを求める。 
『新華字典』『古代漢語詞典』『王力古漢語字典』（中華書局）。

 [授業外学修（予習・復習）等]
必ず予習した上で、授業に出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
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58

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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 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

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『論語義疏』講読

 [授業の概要・目的]
この授業では、儒教文献『論語義疏』子路篇を講読する。その経文・何晏等集解・皇侃義疏、そし
て『経典釈文』（論語音義）を講読の対象とする。
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もちろんだが、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。
慶應義塾大学蔵の中国写本の影印に基づき、子罕篇の訳注を作成する。

 [到達目標]
以下の三点が具体的な到達目標である。
・『論語義疏』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、『論語義疏』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]
『論語義疏』子路篇の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回　「子曰譬如為山」章
・第3回　「子曰語之而不惰者」章　
・第4回　「子謂顔淵曰惜乎」章
・第5回　「子曰苗而不秀者」章
・第6回　「子曰後生可畏」章
・第7回・8回　「子曰法語之言」章
・第9回　「子曰主忠信」章
・第10回　「子曰三軍可奪帥也」章
・第１1回・１2回　「子曰衣敝」章
・第１3回　「子曰歳寒」章
・第１4回　「子曰知者不惑」章
・第１５回　フィードバック（詳細は授業時に指示する）

 [履修要件]
中級程度の中国語を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。平常点は、授業への参加状況、授業の予習、および授業内での発言を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストはPDFにて配布する。

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
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』『王力古漢語字典』（中華書局）。

 [授業外学修（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59

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  呉志忠「附攷序」「四書章句附攷」巻1「大学」、「四書章句集注定本辨」

 [授業の概要・目的]
　朱熹『大学章句』は60歳でひとまず脱稿するが、朱熹はその後も改訂を繰り返し、その改訂作業
は死の3日前にまで及んだ。今日に伝わる『四書章句集注』には興国本と淳祐本の2系統が有り、そ
のいずれもが朱熹による幾多の改訂を経た最終稿（晩年絶筆）であると見なされている。ただ両本
には重大な点で異同が有り、その異同を含んだまま両本をともに晩年絶筆本と見なすことには問題
が有ろう。また呉志忠は両本のうち淳祐本が勝るとしてこれを底本としたため、呉志忠校本に拠っ
た芸文印書館本、中文出版社本、中華書局本（新編諸子集成本）は、いずれも淳祐本系統である。
ただ淳祐本を採った呉志忠の判断の妥当性も、改めて検討する必要が有る。　
　授業ではこのような問題意識のもとに、呉志忠の「附攷序」「四書章句附攷」巻1「大学」、「
四書章句集注定本辨」を精読する。

 [到達目標]
　資料の精読を通して校勘学の基礎を修得するとともに、『大学章句』の成立過程という、。朱子
学の基礎的問題に対する知見を深め、最終的には興国本と淳祐本のいずれを晩年絶筆と見なすべき
かについても、一定の見通しを得たいと考える。

 [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。
  ※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]
漢文読解力、出典調査能力、論理的思考力などを総合的に評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
呉志忠が指摘する諸本の異同につき、興国本系統と淳祐本系統に分けて異同状況を整理するととも
に、「経筵講義」（『朱文公文集』巻15）所引『大学章句』との異同には特に留意する必要が有る。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は全回オンラインにより実施する。資料の配付方法等については初回授業時に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系60

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  呉志忠「附攷序」「四書章句附攷」巻1「大学」、「四書章句集注定本辨」

 [授業の概要・目的]
　朱熹『大学章句』は60歳でひとまず脱稿するが、朱熹はその後も改訂を繰り返し、その改訂作業
は死の3日前にまで及んだ。今日に伝わる『四書章句集注』には興国本と淳祐本の2系統が有り、そ
のいずれもが朱熹による幾多の改訂を経た最終稿（晩年絶筆）であると見なされている。ただ両本
には重大な点で異同が有り、その異同を含んだまま両本をともに晩年絶筆本と見なすことには問題
が有ろう。また呉志忠は両本のうち淳祐本が勝るとしてこれを底本としたため、呉志忠校本に拠っ
た芸文印書館本、中文出版社本、中華書局本（新編諸子集成本）は、いずれも淳祐本系統である。
ただ淳祐本を採った呉志忠の判断の妥当性も、改めて検討する必要が有る。　
　授業ではこのような問題意識のもとに、呉志忠の「附攷序」「四書章句附攷」巻1「大学」、「
四書章句集注定本辨」を精読する。

 [到達目標]
　資料の精読を通して校勘学の基礎を修得するとともに、『大学章句』の成立過程という、。朱子
学の基礎的問題に対する知見を深め、最終的には興国本と淳祐本のいずれを晩年絶筆と見なすべき
かについても、一定の見通しを得たいと考える。

 [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。
  ※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]
　漢文読解力、出典調査能力、論理的思考力などを総合的に評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
　呉志忠が指摘する諸本の異同につき、興国本系統と淳祐本系統に分けて異同状況を整理するとと
もに、「経筵講義」（『朱文公文集』巻15）所引『大学章句』との異同には特に留意する必要が有
る。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は全回オンラインにより実施する。資料の配付方法等については初回授業時に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系61

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  パーシュパタ研究

 [授業の概要・目的]
シヴァ教の最古の宗教集団であるパーシュパタ派については、近年関連する新しい文献の発見・出
版により、研究が大きく進展している。この授業では、パーシュパタ派の現存最古の教義書である
パーシュパタスートラとそのカウンディニャによる注釈を取り上げ、最新の研究成果に基づき、こ
の聖典の成立過程、スートラと注釈の関係、ヴェーダの宗教文化からパーシュパタ派への連続性、
シヴァ教全般におけるこの宗派の位置付けなどを再考することを目的とする。

 [到達目標]
宗教的な教義書とその注釈の文体に慣れると同時に、シヴァ信仰の視点から初期ヒンドゥー教につ
いて理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回　パーシュパタ派の概論
第2回　近年の研究動向：新出文献におけるパーシュパタ関連の記述および関連碑文
第3回　パーシュパタ・スートラ全体の概観
第4～6回　パーシュパタ・スートラおよび注釈第１章の概観
第7～10回　パーシュパタ・スートラおよび注釈第２章の精読と解説
第11～14回　パーシュパタ・スートラおよび注釈第３章の精読と解説
第15回　総括

 [履修要件]
基礎的なサンスクリット読解能力

 [成績評価の方法・観点]
平常点により評価する。

 [教科書]
授業で扱う資料はアップロードし、学期の初めにその情報を告知する。主たる校訂版および英訳は
以下のとおりであるが、授業ではできる限り準備中の新しい校訂テキストを使用する。
Pasupata Sutras with Pancharthabhashya of Kaundinya. Edited by R. Ananthakrishna Sastri. Trivandrum 
Sanskrit Series, CXLIII. The Oriental #8232Manuscripts Library of the University of Travancore, 
Trivandrum, 1940. 
Hara Minoru, Materials for the study of Pasupata Saivism. Unpublished PhD thesis, Harvard University, 1966.

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Hara Minoru, Pasupata Studies. Edited by Jun Takashima. Publications of the de Nobile Research Library, 
Vienna, 2002. Rep.: Motilal Banarsidass, Delhi.
他の研究書・論文は授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストを精読する回には予習（訳の準備）が必要となる。

（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62

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

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 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Indian Aesthetics

 [授業の概要・目的]
This course is designed as a general introduction to the theory and practice of Indian aesthetics. It provides 
two things: 1) a historiographic survey of the most influential authors, works, and theories; and 2) a narrative 
account of the major debates and disputes that led to specific evolutions of doctrine and practice.

 [到達目標]
Students will be introduced to different styles of scholarship and different methods of analysis current in 
South Asian studies. The aim is to familiarise students with topics of ongoing debate and to provide them 
with tools to meaningfully engage with newly emerging literature.

 [授業計画と内容]
Week 1 What is our goal? Introduction to the sources and languages. 
Week 2 The challenge of South Asian polyglossia, heteroglossia and hyperglossia. What is the point of 
historiography? How can we periodize and localize South Asia? 
Week 3 Bharata’s Natyasastra, The Foundational Text, Theatre, Dance, Music, Poetry and Other Arts 
Week 4 Early Development of the Rasa Theory 
Week 5 The Early Rhetoricians: Bhamaha and Dandin 
Week 6 Competing Categories I: Vamana and his Virtues; Defects; Textures; Styles 
Week 7 Competing Categories II: Rudrata and the Systematisation of Ornaments of Sound, Sense, and Both 
Week 8 Competing Categories III: Anandavardhana and the New Paradigm: Denotation, Implication, 
Suggestion, Sentiment 
Week 9 The Synthesizers: Bhoja and Mammata 
Week 10 Ruyyaka and the Epistemology of Aesthetics 
Week 11 Sobhakara's Modal Aesthetics 
Week 12 Aesthetics as Theology: Visvanatha, Simhabhupala and the Bhakti Movements 
Week 13 Aesthetics and the New Style of Philosophy: Appayadiksita and Jagannatha 
Week 14 The Unexpected Return of Figurative Poetry 
Week 15 Concluding Summary

 [履修要件]
Regular reading of assigned work and participation in the group discussions. 

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)

 [成績評価の方法・観点]
In class, discussion and contextualization of the assigned readings (40%).One response paper to the 
discussions of the readings (30%). Homework (30%).

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Introduced during class

 [授業外学修（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class. The weekly readings of the short sections should take 
about one hour of preparation for each class. 
 

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



文献文化学系63

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

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 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  An Introduction to Esoteric Yoga

 [授業の概要・目的]
This class has a twofold aim. [1.] It introduces the main authors, scriptures, commentaries, and exegetical 
works describing the practices and theories of systems of Tantric yoga. 
[2.] We will study, in English translation, selected passages defining key practices and theoretical paradigms 
that went on to influence other systems of meditation and yoga.

 [到達目標]
Students will be introduced to different styles of scholarship and different methods of analysis current 
primarily in South Asian studies. The aim is to familiarise students with topics of ongoing debate and to 
provide them with tools to meaningfully engage with newly emerging literature.

 [授業計画と内容]
Week 1 What is Tantrism? The Sources of Liberation; Ritual, Knowledge, Yoga and Observance 
Week 2 The Major Initiation Lineages and their Attitude to Yoga 
Week 3 The Saivasiddhanta; Dualism and the Supremacy of Ritual 
Week 4 The Nondualists and the Supremacy of Knowledge 
Week 5 The Antiritualist Tradition 
Week 6 Tarka: The Yoga of Six Ancillaries 
Week 7 The Varieties of the Subtle Body 
Week 8 Kaula Yoga: Pinda, Pada, Rupa and Rupatita, The Early Development of Kundalini 
Week 9 The Western Transmission of Kubjika and the Later Evolution of Kundalini Yoga 
Week 10 The Dharanas of the Vijnanabhairava I 
Week 11 The Dharanas of the Vijnanabhairava II 
Week 12 The Rejection of Patanjali's Yoga 
Week 13 The Accomodation of Patanjali's Yoga 
Week 14 The Matsyendrasamhita, The Amrtasiddhi and Early Hatha Yoga 
Week 15 Concluding Summary

 [履修要件]
Regular preparation of assigned readings and participation in the group discussions.

 [成績評価の方法・観点]
In class, discussion and contextualization of the assigned readings (40%).One response paper to the 
discussions of the readings (30%). Homework (30%).

 [教科書]
授業中に指示する

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class. The weekly readings of the short sections should take 
about one hour of preparation for each class. 

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

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 髙橋　健二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代サンスクリット文献における落穂拾い

 [授業の概要・目的]
unchavrttiとは、田畑の落穂を拾って生活すること、あるいはそのようにして生活する者を指す。古
代南アジア叙事詩『マハーバーラタ』には、落穂拾いを実践するバラモンについて興味深い物語が
散見され、Alf Hiltebeitelは『マハーバーラタ』は、落穂拾いに特別な関心を持っていたバラモン集
団によって「書かれた」ものであると推察している。『マハーバーラタ』の編纂と落穂拾いの実践
の関係については不明な点が多いが、『マハーバーラタ』編纂の後期の段階で前後の文脈の橋渡し
をするために挿入されたと思われるような箇所において、落穂拾いを実践する者が登場するのは事
実である。

本講義では、『マハーバーラタ』において落穂拾いの実践がどのように捉えられているのか、また
『マハーバーラタ』の文脈において落穂拾いで生活する者の物語がどのような役割を担っていたの
かを検証するために、『マハーバーラタ』第12巻340-353章に見られるUnchavrittyakhyana「落穂拾
いで生活する者の物語」を講読する。

また、『マハーバーラタ』の言語は、「叙事詩サンスクリット」（Epic Sanskrit）とも呼ばれ、パ
ーニニ文法に基づいた、いわゆる古典サンスクリット語とは異なり、簡易化された語形や、韻律的
制約のために変形された語形が多く見られる。本講義では、工具書等を用いつつ、韻律、言語の通
時的もしくは共時的変化といった観点から、叙事詩文献を読解する方法を学ぶ。

 [到達目標]
本講義は、以下の三つを到達目標とする。
・叙事詩文献について基本的な知識を得ること。
・古代南アジアにおける遁世観や苦行観について、一次文献・二次文献を用いつつ、幅広い視点か
ら考察できるようになること。
・叙事詩文献の言語的特性を理解し、工具書等を用いて正確に読解する能力を習得すること。

 [授業計画と内容]
第1回（講義）古代インド叙事詩『マハーバーラタ』についての概観
第2回（講義） 『マハーバーラタ』第12巻の研究史
第3回（講義）  法典文献の概観ならびに法典文献における落穂拾いの規定について
第4回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.340章
第5回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.341章
第6回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.342章
第7回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.343章
第8回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.344章
第9回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.345章
第10回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.346章
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第11回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.347章
第12回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.348章
第13回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.349章
第14回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.350-351章
第15回（講読）『マハーバーラタ』「落穂拾いで生活する者の物語」12.352-353章

 [履修要件]
サンスクリット語基礎文法既習者。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席、予復習、授業中の発言）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講読箇所の予習を必要とする。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業後に受け付ける。

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

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 CATT， Adam Alvah

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リグ・ヴェーダを読む (Reading the Rigveda)  

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。今回の授業では、最古のテキストであるリグ・ヴェーダとその注釈書を
読み、言語学およびパーニニ文法の観点から考察する。

 [到達目標]
・ヴェーダ語を読む力を身につける。
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する知識を深める。 
・言語学者としてヴェーダ語を考える能力を養う。 
・問題意識を高め、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業では、１週間に１stanza～２stanzaのペースで読み進める予定（学生のレベルや議論の深さ
に応じて内容を調整できるよう、以下の授業計画は週毎に分けられていない）。
1. Hymn 1（７週間） 
2. Hymn 2（７週間）
3. フィードバックなど（１週間）

 [履修要件]
サンスクリット語の基礎知識を持つことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
予習の出来具合により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
前回の復習と、課された宿題を十分に準備すること。

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リグ・ヴェーダを読む (Reading the Rigveda)  

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。今回の授業では、最古のテキストであるリグ・ヴェーダとその注釈書を
読み、言語学およびパーニニ文法の観点から考察する。

 [到達目標]
・ヴェーダ語を読む力を身につける。
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する知識を深める。 
・言語学者としてヴェーダ語を考える能力を養う。 
・問題意識を高め、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業では、１週間に１stanza～２stanzaのペースで読み進める予定（学生のレベルや議論の深さ
に応じて内容を調整できるよう、以下の授業計画は週毎に分けられていない）。
1. Hymn 1（７週間） 
2. Hymn 2（７週間）
3. フィードバックなど（１週間）

 [履修要件]
サンスクリット語の基礎知識を持つことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
予習の出来具合により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
前回の復習と、課された宿題を十分に準備すること。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Scripts, Languages and Buddhist Scriptures

 [授業の概要・目的]
This course is designed for the study foci “Knowledge, Belief and Religion” (KBR) and “Visual, Media 
and Material Cultures” (VMC) and consists of the following three parts:
I. Scripts and Writing Systems; 
II. Languages and Words
III. Translation Studies of Buddhist Scriptures

 [到達目標]
Based on the theories of Transcultural Studies, this course offers numerous concrete examples for 
transculturality in the textual and linguistic aspect as well as from the perspectives of creation and 
dissemination of knowledge and interaction between diverse agencies on the macroscopic scale. 
Investigations on the microscopic scale, on the other hand, are concerned with how the formative and 
transformative processes result in certain cultural manifestations in the spheres of writing systems, 
construction and transmission of registers as well as translation studies of Buddhist scriptures.

 [授業計画と内容]
I. Scripts and Writing Systems
Week #01 General Introduction 
1.1. Writing System in the World
1.2. Logic of Writing
1.3. Interplay between Scripts and Languages (e.g. Scripts and Word Forms)
References: The world writing systems; Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics 
Volume 1, 5. The writing systems of Indo-European; 

Week #02 Decipherment Part 1
2.1. Brahmi Script
2.2. Case Study: Asoka Inscription in Brahmi;
2.3. Mycenaean Greek Alphabet (Linear B)
2.4. Case Study: Documents KN Ca 895 and PY Ta 722 

Week #03 Decipherment Part 2
3.1. Kharosthi Script
3.2. Case Study: Asoka Inscription in Kharosthi; 
3.3. Case Study: Coins in Greek and Gandhari
3.4. Historical Development of Brahmi and Kharosthi Script

References: Salomon 1998 Indian epigraphy; Falk 2006 Asokan Sites and Artefacts; Handout (glass_
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salomon_kharosthi); A companion to linear B Mycenaean Greek texts and their world 1;
Website: http://www.indoskript.org ; http://calibra.classics.cam.ac.uk ; https://damos.hf.uio.no/1 ;

Week #04 Scripts along the Silk Road 
4.1. Scripts and Languages in Turfan Collection
4.2. Scripts and Dating (Chinese Calligraphy)
4.3. Case Study: Scripts and Buddhist Sects (Saindhavi Script)

References: Fujieda 藤枝晃 Tunhuang Manuscripts Part II; Fujieda 1989 Earliest Types of Chinese Buddhist 
Manuscripts Excavated in Turfan; Tsui, Chung-hui 崔中慧 2020 Chinese Calligraphy and Early Buddhist 
Manuscripts; Dragomir Dimitrov 2020 The Buddhist Indus Script and Scriptures: on the so-called Bhaiksuki 
or Saindhavi Script of the Sammitiyas and their Canon;

Week #05 Recognise and Read Part 1
5.1. Case Study: Read Skt. Manuscripts (Udanavarga, Catalogue System “SHT”)
5.2. Case Study: Read Gandhari Manuscript (Dharmapada)

Week #06 Recognise and Read Part 2
6.1. Case Study: Read Skt.-Toch. Bilingual Manuscripts (“THT”, THT542, THT1018)
6.2. Case Study: Read Bactrian Manuscript

Reference: Sander 1968 Palaographisches zu den Sanskrithandschriften; Bernhard 1965 Udanavarga; Brough 
1962 The Gandhari Dharmapada. London; Sims-Williams 2007 Bactrian documents from Northern 
Afghanistan 2 Letters and Buddhist texts; 
Website: Sanskrit: http://idp.bbaw.de/ ; Gandhari: https://gandhari.org/ ; Tocharian https://www.univie.ac.at/
tocharian ; 

II. Languages and Words 
Week #07 Tarim Basin as Contact Zone 
7.1. Literary Survey of Serindia
7.2. Linguistic Survey of Serindia

Week #08 Languages and Texts along the Silk Road Part 1
8.1. Sanskrit Literature
8.2. Gandhari Literature 
8.3. Tocharian Translations of Buddhist Texts 

Reference: Wille 2005 Survey of the Sanskrit Manuscripts in the Turfan Collection; Tremblay 2007 Spread 
of Buddhism in Serindia; Tremblay 2001 Pour une histoire de la Serinde; 
Website: https://gandhari.org/home ; 

Week #09 Translation and Loanwords Part 1
9.1. General Introduction (agencies, directions, registers)
9.2. Loanwords in English (from French, Nordic, Latin, Japanese, etc.)
9.3. Loanwords in Japanese (from English, German, Dutch, etc.)
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Week #10 Translation and Loanwords Part 2
10.1. Hittite, Akkadian & Sumerian (script involved)
10.2. Germanic Loanwords into Slavic and Celtic
10.3. Circular Borrowing A >> B >> A’ (e.g. Skt. pustaka- ‘book’)
10.4. Buddhist Loanwords in Chinese, Tibetan, Tocharian, Old Turkic

Reference: Oxford English Dictionary; Hethitisches Handworterbuch 2008 2nd; Handbook of Comparative 
and Historical Indo-European Linguistics vols 2 & 3; Adams 2013 A dictionary of Tocharian B; Wilkens 
2021 Handworterbuch des Altuigurischen; 

Week #11 Translation and Loanwords Part 3
11.1. Case Study: Middle Chinese Texts in Brahmi Script
11.2. Case Study: Origin of Chin. 觀音 guan yin
11.3. Case Study: Origins of Chin. 沙門 sha men, 和尚 he shang
Reference: Karashima 2017 On Avalokitasvara and Avalokitesvara; Pan 2021 Handout; Skjaervo 2004 This 
most excellent shine of gold 2; Bailey 1979 Dictionary of Khotan Saka;
Website: https://gandhari.org/home ; 

Week #12 Languages and Texts along the Silk Road Part 2
12.1. Khotanese Translations of Buddhist Texts
12.2. Sogdian Translations of Buddhist Texts
12.3. Uighur Translations of Buddhist Texts

Reference: Emmerick 1992 Literature of Khotan; Maggi Khotanese Literature; Yoshida 2015 A handlist of 
Buddhist Sogdian texts; Zieme Local Literatures Uighur in Brill Encyclopedia Buddhism; Karashima 辛嶋 
1994 『長阿含経』の原語の研究―音写語分析を中心として; Karashima 2016; Karashima Features of 
the Underlying Language of Zhi Qian’s Chin. Transl. of Vkn; 

III. Translation Studies of Buddhist Scriptures
Week #13 Transculturality in Translatology
13.1. Transmission of Buddhist Literature and Early Chinese Translations
13.2. Translation Techniques and Loan Translation (Calque)
13.3. Cultural Entanglements of Sanskrit, Middle Indic, Middle Iranian, Tocharian and Chinese 
Transmissions.

Week #14 Vajracchedika
Case Study: Chinese translations of Vajracchedika by Kumarajiva, Dharmagupta and Xuanzang from 
perspectives of transcultural studies.

Week #15 Review of Course Materials

Reference: Karashima 辛嶋 1994 『長阿含経』の原語の研究―音写語分析を中心として; Karashima 
2016; Karashima Features of the Underlying Language of Zhi Qian’s Chin. Transl. of Vkn;
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 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50% = attendance 20% + one presentation 30%) and final 
assignment (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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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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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Buddhist Art and Manuscript Cultures along the Silk Road

 [授業の概要・目的]
This course is designed for the study foci “Knowledge, Belief and Religion” (KBR) and “Visual, Media 
and Material Cultures” (VMC) and consists of the following three parts: 
I. Silk Road in and between Asia and Europe; 
II. Buddhist Art as Cultural Entanglement; 
III. Manuscript Cultures as Transformative Creativity.

 [到達目標]
Based on the theories of Transcultural Studies, this course offers numerous concrete examples for 
transculturality in the visual and material aspect as well as from the perspectives of creation and 
dissemination of knowledge and contact between religious networks on the macroscopic scale. Investigations 
on the microscopic scale, on the other hand, are concerned with how the formative and transformative 
processes result in certain cultural manifestations in the spheres of Buddhist art and manuscript cultures.

 [授業計画と内容]
I. Silk Road in and between Asia and Europe 
Week #01 Silk Road A Greater Picture Part 1 
1.1. Asia in Old Persian inscriptions 
1.2. India in early Greek literature 
1.3. Case Study: Names of Rome in Chinese sources vs. Name of China in foreign sources 
1.4. Case Study: Indika by Megasthenes and Arrian 

Brief overview of course content 
Old Persian script ~ example of transculturality (for scripts, cf. later sessions) 
Topic for discussion: names and naming trends (in Europe, Asia, USA, etc.) 
Rome: Da-qin 大-秦 great-Qin , Fu-lin 拂菻 
China in Sanskrit, Greek (ser), Latin (Seres) sources. 

Week #02 Silk Road A Greater Picture Part 2 
2.1. Sogdians as Cultural Brokers 
2.2. Turfan as Contact Zone 
2.3. Chang’an as Cosmopolitan Terminal 
Old Persian script ~ example of transculturality 
Trade routes of Sogdians: https://sogdians.si.edu/historic-trade-routes-of-the-sogdians/ 
Sogdian Ancient Letters https://sogdians.si.edu/ancient-letters/ 
Read Letter 1, 2, 3. 
Nanaia goddess: https://kimon.hosting.nyu.edu/sogdians/items/show/1150 
https://kimon.hosting.nyu.edu/sogdians/items/browse 
Religious adaptability of the Sogdians, by turns Mazdeans, Buddhists, Nestorians, Manichaeans and Muslims,
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 according to their political and commercial interests 
Manichaeism 
Chang’an & Heian-kyo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heian-kyo 

References: Kent 1953 Old Persian grammar, texts, lexicon; Karttunen 1989 India in early Greek literature; 
Hansen 2017 The Silk Road: A New Documentary History to 1400: A New History with Documents. 2nd 
Edition; Sogdian Ancient Letters (by Sims-Williams, Livsic, La Vaissiere, Grenet); La Vaissiere 2005 
Sogdian traders: a history; La Vaissiere 2005 Les sogdiens en Chine; Lieu 2013 The 'Romanitas' of the Xi'an 
Inscription; The Oxford dictionary of late antiquity; Boyce 1975 A reader in Manichaean Middle Persian and 
Parthian. 

Week #03 Tarim Basin as Contact Zone Part 1 
3.1. The Great Game from transcultural perspectives 
3.2. German Expeditions (Grunwedel, Le Coq, Bartus) 
3.3. French Expedition (Pelliot) 

Week #04 Tarim Basin as Contact Zone Part 2 
4.1. British Expedition (Hoernle, Macartney, Stein) 
4.2. Russian Expedition (Oldenburg, Petrovski) 
4.3. Japanese Expedition (Otani) 
4.4. Chinese Expedition (Huang Wenbi) 
Matsunami collection in Tokyo University 
References: Hansen 2017 The Silk Road; Seiiki koko zufu 西域考古図譜. Kagawa Mokushiki 香川黙識 (ed.
), 1915, 2 vols; 
Website: http://idp.bl.uk , https://www.metmuseum.org , http://turfan.bbaw.de/dta/ , http://dsr.nii.ac.jp/
toyobunko/index.html.ja , 

II. Buddhist Art as Cultural Entanglement 
Week #05 Buddhist Art Part 1 
5.1. Gandhara and the Greeks 
5.2. Kucha and Kizil Caves 
Gandhara Art, Language Gandhari (loan words from Middle Iranian, Script from Aramaic, ) 
Indian + Greek (Hadda, Afghanistan), Coins, Aniconic 

Week #06 Buddhist Art Part 2 
6.1. Dunhuang Caves as Time Capsules 
6.2. Khotan as Entryway into Kucha and Turfan 
Rhie Early Buddhist Art of China and Centra Asia 

References: Gandhara BAW 2013; The Art of Gandhara in The Metropolitan Museum of Art; Pakistan. Terre 
de rencontre Ier-VIe siecle. Les arts du Gandhara (Musee Guimet); Alt-Kutscha; Altbuddhistische Kultstatten 
in Chinesisch-Turkistan; Die buddhistische Spatantike in Mittelasien 7 vols; Schlingloff 1981 Erzahlung und 
Bild (updated chin. version in 2013); Duan Wenjie 1994 Dunhuang Art; Ancient Khotan 2 vols; Serindia 5 
vols; 中央アジア 世界美術大全集 東洋編15; 
Website: https://www.metmuseum.org ; https://www.metmuseum.org ; http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/index.
html.ja 

インド古典学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(3)

Week #07 Visual and Textual Interplay Part 1 
Focus: Names and Depictions of Certain Figures (Gods, Animals, Buddhist Monks, etc.) 
7.1. Narrative Elements in the Buddhist Stories 
7.2. Variations of Depiction and Concept of Open Philology 
7.3. Case Study: Tigress Story in Various Transmissions 

Week #08 Visual and Textual Interplay Part 2 
Dieter Schlingloff: Erzahlung und Bild 
Depiction of development of story and several episodes 
Rock Art of Honey Hunters, 6000 BC 
Lion Hunt of Ashurbanipal, Assyrian 7th cent. BC 
Blinding of Polyphemos, Laconian Black Figure Cup, c. 540 BCE. 
Cyclops Polyphemus Eleusis Amphora: funerary proto-Attic amphora circa 660 BC 
Drinking cup (kylix) depicting Kirke from the Odyssey Greek Archaic Period 『千と千尋の神隠し』（せ
んとちひろのかみかくし） 
Bharhut Bull and Tiger Jataka (Schiefner) by Asoka 3rd cent. BC 
Jataka 357 Latukika, Bharhut, 2nd cent. BC 
Miracle of the Buddha walking on a River Sanchi East Gateway 1st cent. BC 
Sikri Stupa in Homage to Buddha Dipamkara in Gandhara Kushan 4th cent. AD 
Josua begegnet einem Engel. Pal.gr.431.pt.B (https://digi.vatlib.it/mss/detail/215228) 

III. Manuscript Cultures as Transformative Creativity 
Week #09 Western Manuscripts 
9.1. General Introduction 
9.2. Western Manuscripts (Greek, Latin, Old Church Slavonic, Gothic, Old English, etc.) 

Week #10 Oriental Manuscripts 
10.1. General Introduction 
10.2. Oriental Manuscripts (Gandhari, Sanskrit, Khotanese, Tocharian, Chinese, etc.) 
10.3. Differences and Similarities between Western and Oriental Manuscripts 

References: Manuscript Cultures Mapping the Field; One-Volume Libraries Composite and Multiple-Text 
Manuscripts 
Website: Homer (Venetus A): http://beta.hpcc.uh.edu/hmt/archive-dl/VenetusA/ ; Aeneas: https://digi.vatlib.
it/view/MSS_Vat.lat.3867 ; Gothic: http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%
3A173610&dswid=7503 ; Old High German: http://www.handschriftencensus.de/werke ; Old English: https://
ebeowulf.uky.edu/ebeo4.0/CD/main.html ; Sanskrit: http://idp.bbaw.de/ ; Gandhari: https://gandhari.org/ ; 
Avestan: https://ada.geschkult.fu-berlin.de 

Week #11 Composite Manuscripts Part 1 
11.1. Textually Composite (Buddhist, Jaina, China; Bilingual) 
11.2. Physically Composite (two layers, glued or sewn) 

Week #12 Composite Manuscripts Part 2 
12.1. Philosophical/Religious Encounters between Asia and Europe 
12.2. Case Study: Manichaeism in Tocharian und Old Turkic; Toch B-Uighur Bilingual Hymn to Mani 

インド古典学(特殊講義)(4)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(4)

References: The Emergence of Multiple-Text Manuscripts; Hartmann Wille Skt Handschriften Sammlung 
Pelliot 3510 Sammelhandschriften; Hartmann 2017 SHT 7185; Pan/Chen 2021 Traces of Chinese Buddhist 
Scrolls in Fragments of Tocharian Pothis; von Gabain/Winter 1958 Ein Hymnus an den Vater Mani auf “
Tocharisch” B mit altturkischer Ubersetzung; Pinault 2008 Bilingual hymn to Mani: Analysis of the 
Tocharian B parts 

Week #13 Production of Manuscripts 
13.1. Production of Palm Leaf Manuscripts 
13.2. Chinese Buddhist Scrolls Transformed into Tocharian Pothis (How & Why & When & Where) 

Week #14 Manuscript Forgeries 
14.1. Manuscript Forgeries as Transcultural Case Study 
14.2. Unknown Script or Forgery? Hoernle Biscript 

References: Sims-Williams 2000 Forgeries from Chinese Turkestan in the British Library’s Hoernle and 
Stein Collections; Dunhuang Manuscript Forgeries 2002; Rosen 2001 Hedin Forgery; Fakes and Forgeries of 
Written Artefacts from Ancient Mesopotamia to Modern China; Dragoni Schoubben Peyrot 2020 The Formal 
Kharosthi script from the Northern Tarim Basin in Northwest China may write an Iranian language 
Website: https://www.youtube.com/watch?v=1G7Nd5Y6UCE 

Week #15 Review of Course Materials

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50% = attendance 20% + one presentation 30%) and final 
assignment (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed in class.

インド古典学(特殊講義)(5)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(5)

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



文献文化学系69

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド古典演劇

 [授業の概要・目的]
インドの古典演劇は、伝統的な演劇論書類によると、10の正劇と10の副劇に分類される。この授業
では、それらの中で、１幕または２幕程度の短い演劇に属するprahasana, vyayoga, bhanaという3種を
取り上げ、それぞれから各一つの戯曲作品を講読する。インドの古典劇では、登場人物はその性別、
社会的地位、役柄に従い、サンスクリットと複数のプラークリット（中期インド・アーリア語）の
いずれかを話す。そのため戯曲作品の講読は、両言語に慣れるために有用である。また会話の散文
と詩的描写などに使われる詩節が混在するため、散文と韻文両方の文体に親しむことができる。さ
らに特にprahasanaとbhanaの作品はしばしば社会風刺を含むため、作品の背景となっている社会へ
の批判的な態度を学ぶこともできる。

 [到達目標]
サンスクリットおよびプラークリットの読解能力を養うと同時に、インドの演劇伝統に関する知識
を身に付けることができる。さらに戯曲に反映しているインド社会の様相を学ぶことができる。

 [授業計画と内容]
第1回　インド古典劇の種類に関する概説、プラークリットの文法書・辞書等のツールの説明
第2～5回　prahasana劇の代表作であるMattavilasaの講読
第6～9回　vyayoga劇の講読
第10～14回　bhana劇の講読
第15回　総括

 [履修要件]
基礎的なサンスクリットの読解能力（プラークリットの読解能力は不要）

 [成績評価の方法・観点]
平常点により評価する。

 [教科書]
授業中に扱うテキストについては、最初の授業の際に資料をアップロードしたリンクを指示する。

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）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の予習（訳の準備）が必要となる。プラークリットの部分は通常サンスクリットのチャーヤー
（サンスクリット訳）が付随するので、訳の準備にはそれを利用することができる。

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



文献文化学系70

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  The Bhusunda narrative in the Moksopaya

 [授業の概要・目的]
This course is a Sanskrit reading course focussing on the Bhusunda chapters of the Nirvanaprakarana of the 
Moksopaya, a Kashmirian philosophical narrative written in the 10th cent. CE.  We will perform a close 
reading of the selected text and analyze the content paying attention to grammatical, aesthetic and 
philosophical themes that are exemplified with narratives.

 [到達目標]
The objective is to familiarize students to read the specialized Sanskrit narratives composed with 
philosophical-aesthetic themes. Students will learn: 1) how to interpret the narratives according to the criteria 
that guided the original author, and 2) how to interpret the text according to contemporary philological, 
linguistic, aesthetic and philosophical theories. Students will be introduced to standard form of English 
translation commonly used to translate such material.    

 [授業計画と内容]
week 1: chapter 15a, the description of Bhusunda's hermitage
week 2: chapter 15b, cont.
week 3: chapter 16a: the meeting with Bhusunda
week 4: chapter 16b: cont.
week 5: chapter 16c: Vasishtha petitions Bhusunda
week 6: chapter 17: characterization of Bhusunda
week 7: chapter 18a: Bhusunda teaches Vasishtha about the  "Dance of the Mother Goddesses"
week 8: chapter 18b: cont.
week 9: chapter 18c: cont.
week 10: chapter 18c: cont.
week 11: chapter 19a: the meeting with Candaka
week 12: chapter 19b: cont.
week 13: chapter 20: Candaka's question
week 14: chapter 21a: Bhusunda's reply
week 15: chapter 21b: Bhusunda's true nature

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
participation in class. preparation and translation in class.

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of material before each week's reading.

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



文献文化学系71

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 VASUDEVA，Somdev

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  The Bhusunda narrative in the Moksopaya

 [授業の概要・目的]
This course is a Sanskrit reading course focussing on the Bhusunda chapters of the Nirvanaprakarana of the 
Moksopaya, a Kashmirian philosophical narrative written in the 10th cent. CE.  We will perform a close 
reading of the selected text and analyze the content paying attention to grammatical, aesthetic and 
philosophical themes that are exemplified with narratives.

 [到達目標]
The objective is to familiarize students to read the specialized Sanskrit narratives composed with 
philosophical-aesthetic themes. Students will learn: 1) how to interpret the narratives according to the criteria 
that guided the original author, and 2) how to interpret the text according to contemporary philological, 
linguistic, aesthetic and philosophical theories. Students will be introduced to standard form of English 
translation commonly used to translate such material.    

 [授業計画と内容]
week 1: chapter 22a, the description of long lived persons
week 2: chapter 22b, cont.
week 3: chapter 23a: the description of the past
week 4: chapter 23b: cont.
week 5: chapter 24a: refutation of wrong views
week 6: chapter 24b: cont.
week 7: chapter 25a: vital energy
week 8: chapter 25b: cont.
week 9: chapter 26a: breath and yogic trance
week 10: chapter 26b: cont.
week 11: chapter 26c: cont.
week 12: chapter 26d: cont.
week 13: chapter 27: the causes of a long life
week 14: chapter 21a: cont.
week 15: chapter 28: the end of the Bhusunda narrative

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
participation in class. preparation and translation in class.

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of material before each week's reading.

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



文献文化学系72

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 特定准教授 白眉センター 天野　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

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]
古代インド最古層の散文テキストを含む、マイトラーヤニー・サンヒター（BC900年頃成立）から
重要な箇所を選んで内容を検討し、当時の思想および社会について考察する。難解な内容を理解す
るために、言語的に精密な読解が必要であり、そのためのヴェーダ言語学、印欧語比較言語学の知
識を学ぶ。同文献は、インド思想の発展、社会の変遷についても貴重な資料を多く含むため、後の
時代のインドの宗教（ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教）や社会に関心のある者にとっても、重要
である。

 [到達目標]
最古のヴェーダ祭式文献の精読によって、インド文献（サンスクリット文献）を言語学的に正しく
読解する能力を得る。後にインドで発展した様々な宗教（ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教）に連
なる、原初的な信仰について学ぶため、インド思想史、インド社会史全体についての理解が深まる。
文献の内容のみならず、文献の成立状況についても多くの問題が残っているため、このような未解
決の問題に対する学問的な態度を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1回授業時に「ヴェーダ祭式文献についての概観、ヴェーダ文献研究の方法論」を講義する。第
２回から第１５回は、マイトラーヤニー・サンヒター（ソーマ祭に関する記述）の原典講読を行う。
参加者が事前に準備した訳を発表し、言語学的および祭式・文化的側面から考察を行う。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（予習および授業内容の復習の状況）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

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [授業外学修（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73

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Gandhari and Indic Linguistics

 [授業の概要・目的]
This course offers an introduction to Gandhari language and historical grammar of Middle Indic languages. 
Along with language and literature, the special script for writing Gandhari texts, namely Kharosthi script will 
be learnt as well. The reading materials include Khotan Dharmapada and inscription of King Senavarma. 
Therefore, this course provides glimpses into development of early Buddhism and early history of India as 
well as deposit of Buddha’s relics.

 [到達目標]
The participants will learn Kharosthi script, Gandhari language and historical grammar of Indic linguistics.

 [授業計画と内容]
Week #01 Introduction: From Old-Indo-Aryan to Middle Indic 
Week #02 Introduction: Gandhara, Kharosthi script and Gandhari corpus
Week #03 Introduction: Learn Kharosthi script and bilingual coins
Week #04 Grammar: Historical grammar of Middle Indic
Week #05 to #08 Reading: Dharmapada from Khotan
Week #09 to #14 Reading: Senavarma inscription
Week #15 Feedback

 [履修要件]
Sanskrit knowledge is desired, but not necessary.

 [成績評価の方法・観点]
Active participation in the classroom, review of studied materials, homework and final exam.
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [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）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://gandhari.org(Text, dictionary, bibliography)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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。



文献文化学系74

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Tocharian and Indo-European Linguistics

 [授業の概要・目的]
This course offers an introduction to Tocharian languages and historical grammar of Indo-European 
languages. Based on the knowledge of Indo-European linguistics presented at the beginning of the course, 
synchronic and diachronic (historical) grammar of Tocharian including nominal and verbal systems will be 
explained. Reading materials include Sanskrit-Tocharian bilingual texts and Tocharian B Vinaya and Jataka 
with well-preserved parallel texts in Sanskrit and Chinese.

 [到達目標]
The participants will be able to read Tocharian manuscripts in Brahmi script, learn the basic grammar of 
Tocharian A and B as well as rudiments of Indo-European linguistics. 

 [授業計画と内容]
Week #01 Introduction: Discovery and History
Week #02 Introduction: Indo-European linguistics and PIE part 1
Week #03 Introduction: Indo-European linguistics and PIE part 2
Week #04 Script and Manuscripts
Week #05 Tocharian B: nominal system (case), verbal system (ending, present)
Week #06 Tocharian B: nominal system (declension class), verbal system (subjunctive)
Week #07 Tocharian B: nominal system (adjective, pronoun), verbal system (preterite)
Week #08 Tocharian B: reading Sanskrit-Tocharian B bilinguals of Udanavarga
Week #09 Tocharian B: reading Sanskrit-Tocharian B bilinguals of Udanavarga
Week #10 Tocharian B: reading Tocharian B Vinaya
Week #11 Tocharian B: reading Tocharian B Jataka
Week #12 Tocharian A: grammar
Week #13 Tocharian A: reading Vinaya
Week #14 Tocharian A: reading Vinaya
Week #15 Feedback

 [履修要件]
Sanskrit knowledge is desired, but not necessary.

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]
Active participation in the classroom, review of studied materials, homework and final exam.
#160Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Melanie Malzahn 『Instrumenta Tocharica』（Heidelberg, 2007）（for the Brahmi script）
Wolfgang Krause, Werner Thomas 『Tocharisches Elementarbuch, Band I Grammatik』（Heidelberg, 1960）

Georges-Jean Pinault 『Chrestomathie tokharienne』（Paris, 2008）

  （関連ＵＲＬ）
https://www.univie.ac.at/tocharian (Manuscript, text, grammar, dictionary, bibliography)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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。



文献文化学系75

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Indian (Paninian) Grammar

 [授業の概要・目的]
This course offers an introduction to traditional Indian grammar represented by the grammarian Panini. The 
course content will cover history of Indian grammatical traditions, system of Paninian grammar and its 
influence. Reading materials include Panini’s grammar Astadhyayi, commentaries on Astadhyayi as well as 
Pali, Prakrit and Buddhist grammar developed from Astadhyayi. 

 [到達目標]
The participants will learn the logic and terminology of Paninian grammar, grammatical operations as well as 
other grammatical traditions based on Astadhyayi.

 [授業計画と内容]
Week #01 Introduction: Why should we study Indian grammar?
Week #02 Introduction: History of scholarship and bibliography
Week #03 Introduction: History, influence and terminology of Paninian grammar
Week #04 Introduction: Grammatical operations (pratyahara, pratyaya, agama, declension, conjugation)
Week #05 Reading: Sarasiddhantakaumudi of Varadaraja (17th cent., Devasthali); Siddhantakaumudi of 
Bhattoji Diksita (16th-17th cent., Chandra Vasu)
Week #06 Reading: Sarasiddhantakaumudi; Siddhantakaumudi
Week #07 Astadhyayi (5th-4th cent. BCE, Katre)
Week #08 Astadhyayi (Katre)
Week #09 Astadhyayi in RV commentary (Sayana 14th cent.) and Kavya commentary (Meghaduta, 
Mallinatha 14th-15th cent.)
Week #10 Kasika of Jayaditya & Vamana (7th cent., Ojihara & Renou)
Week #11 Mahabhasya of Patanjali (2nd cent. BCE), Pradipa of Kaiyata (10th-11th cent.) and Uddyota of 
Nagesa (18th cent., Joshi & Roodbergen)
Week #12 Pali grammar: Saddaniti of Aggavamsa (12th cent., Smith)
Week #13 Prakrit grammar: Prakrtaprakasa of Vararuci (3rd-4th cent., Cowell)
Week #14 Buddhist grammar: Candravyakarana of Candragomin (7th cent., Liebich)
Week #15 Feedback

 [履修要件]
Sanskrit knowledge is desired, but not necessary.

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]
Active participation in the classroom, review of studied materials, homework and final exam.
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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。



文献文化学系76

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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 山口　周子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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。 

テキスト講読を通してパーリ語の読解力を付けることを目指す。（上座部仏教に伝わる「ジャータ
カ（本生譚）」に収録の短編物語を講読テキストとする。）
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5回： テキスト講読：ソーマダッタ本生譚（Somadattajataka）
第6回ー9回：テキスト講読：アッサカ王本生譚（Assakajataka）
第10回ー14回：テキスト講読：サッバダータ本生譚（Sabbadatajataka）
学期末テスト
第15回：フィードバック

・輪読形式を基本とする。文法事項等、テキストの理解に必要な事柄は、必要に応じて解説を加え
る。

・授業の進度は、受講生の理解度に応じて変更する場合がある。

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]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。 

 [成績評価の方法・観点]
平常点（テキスト読解力、あるいは内容理解への積極性：50点）と学期末テスト（50点）による。

（※ 学期末テストは初見テキストを問題とし、辞書・文法書などの持ち込みは可とする。）

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
 ・テキスト講読は輪読形式で行うため、原則として予習をして臨むこと。 

 ・初学者はできる範囲で予習し、復習に重点をおくこと。

  

（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77

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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

  2022・
   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]
現在もインド国内で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
は類似点もある。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、中期インド
語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、必要な参考書
を使い、音韻変化等になれる。

 [到達目標]
アルダマーガディー(Amg)で書かれたテキストを読み、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつ中期インド語の特徴を理解する。単語の意味や語形を調べるために必要な参考書類を使え
るようになる。乞食に関わる規定の撰文を読むことで、命あるものとはどういう状態をいうか、受
け取ってよい飲食物はどのようなものか等、Amgで書かれた経典を保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、および、Amgのテキストを伝承してきた
ジャイナ教白衣派の紹介
２回目：母音と子音の音韻変化
３回目：名詞変化
４回目：代名詞の変化
５回目：a語幹動詞、e語幹動詞の活用（現在形、未来形）
６回目：過去自制、分詞etc.
７回目～１０回目：出家者にとっての禁止行為を述べる『ダサヴェーヤーリヤ』第３章の乞食に関
わる詩節の読解
11回目～15回目：乞食に関わる規定を述べる『ダサヴェーヤーリヤ』第５章からの撰文の読解と、
全体的なまとめ
テキストの読解に際しては、出席者のサンスクリットの知識を考慮して進める予定である。

 [履修要件]
初級サンスクリット文法を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

 [教科書]
授業中に指示する
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. A Reference Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：サンスクリット語文法の既習者は、同じ文法事項についてサンスクリット語の場合を確認し
ておく。
復習：各回、文法事項の確認

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



文献文化学系78

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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
教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
この授業では、受講者はインド学・サンスクリット学の分野において、みずから選んだテーマに関
する研究成果を発表し、討論の場で議論して批判を受ける。こうした訓練を重ねることで、批判的
な研究方法、本格的な論文を作成するための技術を身につけることを目的とする。

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

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

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

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系79

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

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
教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド学・サンスクリット学の諸問題（論文指導）

 [授業の概要・目的]
この授業では、受講者はインド学・サンスクリット学の分野において、みずから選んだテーマに関
する研究成果を発表し、討論の場で議論して批判を受ける。こうした訓練を重ねることで、批判的
な研究方法、本格的な論文を作成するための技術を身につけることを目的とする。

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

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

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

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系80

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

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

  2022・
   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
第１６回　フィードバック
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]
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。）

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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81

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

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 特定准教授 白眉センター 天野　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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。ヴェーダ聖典の原文を講読しながら、初
期サンスクリット（ヴェーダ語）の文法や原典講読の方法論の基礎を習得する。

 [到達目標]
サンスクリット語の文章を正確に分析する技法を学び、どの時代の、どのジャンルのサンスクリッ
ト文献にも対応できる読解力の基礎を身につける。特に、語形等に独特の特徴を持つ初期サンスク
リット語（ヴェーダ語）をも読解できる力を身につける。

 [授業計画と内容]
Lanman, C. R., A Sanskrit Readerを教科書とし、その中のヴェーダ聖典を引用している部分を学習す
る。
引用されているヴェーダ聖典は、韻文で作られた讃歌や、散文で記された神学的祭式解釈など、幅
広いジャンルを含むが、そのような様々な文体、内容に触れる。参加者は、A Sanskrit Readerに記
載されている語彙集を用いて事前に原文を訳し、授業で発表するが、それに加え、原典を実際に研
究する際に必要な専門書を授業の中で紹介し、使用の手ほどきをする。

第1回　ヴェーダ聖典についての概論。
第2回～第15回　テキスト精読（リグヴェーダ、マイトラーヤニー・サンヒター、シャタパタ・ブ
ラーフマナ）。

 [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]
平常点（講読の予習および授業内容の復習の状況）によって評価する。

 [教科書]
Lanman, C.R. 『A Sanskirt Reader』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

 [授業外学修（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82

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  German Reading in Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative pieces of the German academic writing in the fields of Indology and Buddhology, 
in order to help the students develop abilities to read and understand academic German on their own.
The purposes of the course include: (1) to introduce students into the disciplines of German Indology and 
Buddhology by means of the renowned academic works; (2) to familiarise them with the main stylistics of 
academic writings in German and with the features of German translations from Sanskrit; (3) to develop the 
students’ abilities to read and understand German academic writings on their own.

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

 [授業計画と内容]
Part I Background Knowledge (2 weeks)
Week #01 Tools & Tips
1.1. Lexika, Handbooks, Tools
1.2. Abbreviations (German, Latin, Bibliographic)
1.3. Conventions (Citation of Texts), Stylistics and Tones (e.g. wohl, vielleicht, nicht sicher)
Reference: PW, pw, SWTF, EWAia, Goto 1987; Bechert 1990 Abkurzungsverzeichnis zum buddhistischen 
Literatur; 

Week #02 Introduction to German Indology
2.1. Vedic Studies, Indic Linguistics
2.2. Buddhist Studies
2.3. Jaina Studies
Reference: Bechert & von Simson 1993 Einfuhrung in die Indologie; Windisch Geschichte der Sanskrit-
Philologie und Indischen Altertumskunde; Vorwort in SWTF; Veroffentlichungen der Helmuth von 
Glasenapp-Stiftung
Website: https://www.harrassowitz-verlag.de/reihenwerk_249.ahtml ; https://whowaswho-indology.info ;  

Part II History of Scholarship (4 weeks)
Week #03 Indology in German
3.1. Important Scholars
3.2. Representative Works
3.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen; 
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #04 Indology in German

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

4.1. Important Scholars
4.2. Representative Works
4.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen;
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #05 Indic Linguistics in German
5.1. Important Scholars
5.2. Representative Works
5.3. Reading Exercise
Reference: EWAia
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #06 Buddhist Studies in German
6.1. Important Scholars
6.2. Representative Works
6.3. Reading Exercise
Reference: SWTF

Part III Reading Materials from Students (8 weeks) 
Week #07 to #14 Read, Exercise & Analyse
The choice of texts depends on the participants’ interest and specialisation. Various periods and styles of 
German Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

Week #15
Feedback

 [履修要件]
Basic knowledge of German (e.g. completion of College German) is required.

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed in class.

インド古典学(講読)(3)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(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83

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  German Reading in Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative pieces of the German academic writing in the fields of Indology and Buddhology, 
in order to help the students develop abilities to read and understand academic German on their own.
The purposes of the course include: (1) to introduce students into the disciplines of German Indology and 
Buddhology by means of the renowned academic works; (2) to familiarise them with the main stylistics of 
academic writings in German and with the features of German translations from Sanskrit; (3) to develop the 
students’ abilities to read and understand German academic writings on their own.

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

 [授業計画と内容]
Part I Background Knowledge (2 weeks)
Week #01 Tools & Tips
1.1. Lexika, Handbooks, Tools
1.2. Abbreviations (German, Latin, Bibliographic)
1.3. Conventions (Citation of Texts), Stylistics and Tones (e.g. wohl, vielleicht, nicht sicher)
Reference: PW, pw, SWTF, EWAia, Goto 1987; Bechert 1990 Abkurzungsverzeichnis zum buddhistischen 
Literatur; 

Week #02 Introduction to German Indology
2.1. Vedic Studies, Indic Linguistics
2.2. Buddhist Studies
2.3. Jaina Studies
Reference: Bechert & von Simson 1993 Einfuhrung in die Indologie; Windisch Geschichte der Sanskrit-
Philologie und Indischen Altertumskunde; Vorwort in SWTF; Veroffentlichungen der Helmuth von 
Glasenapp-Stiftung
Website: https://www.harrassowitz-verlag.de/reihenwerk_249.ahtml ; https://whowaswho-indology.info ;  

Part II History of Scholarship (4 weeks)
Week #03 Indology in German
3.1. Important Scholars
3.2. Representative Works
3.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen; 
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

Week #04 Indology in German
4.1. Important Scholars
4.2. Representative Works
4.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen;
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #05 Indic Linguistics in German
5.1. Important Scholars
5.2. Representative Works
5.3. Reading Exercise
Reference: EWAia
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #06 Buddhist Studies in German
6.1. Important Scholars
6.2. Representative Works
6.3. Reading Exercise
Reference: SWTF

Part III Reading Materials from Students (8 weeks) 
Week #07 to #14 Read, Exercise & Analyse
The choice of texts depends on the participants’ interest and specialisation. Various periods and styles of 
German Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

Week #15
Feedback

 [履修要件]
Basic knowledge of German (e.g. completion of College German) is required. 

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

インド古典学(講読)(3)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(3)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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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科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・仏教学フランス語文献の講読

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

 [到達目標]
印度古典学・仏教学に関するフランス語の二次文献を自立的に使えるようになる。 

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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]
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳および英訳し、
発表する。 

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系85

科目ナンバリング 　G-LET49 89616 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山口　周子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジア（インド）において、古くは紀元前1200年頃より、多くの文献資料を
残してきた言語である。サンスクリット語の習得は、インドの宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥ
ー教等）や哲学文献、文学の研究へと道を開く。また、サンスクリット語は、インド・ヨーロッパ
語族に属し、その古さと文法・音韻の保守性から、インド・ヨーロッパ祖語の解明・理解に欠かせ
ない重要言語であるため、言語学、西洋古典の学生、研究者にも有益である。 

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につける
ことによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。 

 [授業計画と内容]
以下の文法事項の解説と、各項目に関する練習問題による読解演習とを平行して行います。

前期
サンスクリット語概論、音論・連声(第1-3回) 
名詞・形容詞曲用(母音語幹:第4-8回、子音語幹:第9-13回) 
代名詞、数詞、複合語(第14-15回) 

後期 
動詞現在活用(第1種活用:第16-18、第2種活用:第19-22回) 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞(第23-29回) 
年度末テスト（テスト期間）
フィードバック期間：フィードバック（第30回）

※ 授業の進行は受講生の理解度に応じて変更する場合があります。

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [履修要件]
予備知識は特に必要としません。幅広い専攻からの受講を歓迎します。  

 [成績評価の方法・観点]
・平常点(練習問題への理解度、および理解への積極性、50点)
・年度末筆記試験(50点)。

 [教科書]
吹田隆道（編著） 『実習サンスクリット文法：荻原雲来『実習梵語学』新訂版』（春秋社）ISBN:
978-4393101728
必要に応じて、補助資料（プリント）を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
辻　直四郎 『サンスクリット文法』（岩波書店）ISBN:978-4000202220

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：各回の進捗状況に合わせて、原則として次の２つのいずれかを授業中に指示します。
・宿題として出された練習問題の解答（訳）を準備してくること。 
・次回の学習テーマとなる文法事項について、テキストの解説に目を通しておくこと。

復習:授業内容を見直すこと（特に、練習問題で正解できなかった点を中心に見直す）。

※ 授業の進捗状況や受講生の理解度によって、変更する場合があります。基本的には、毎回の授業
で指示します。

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



文献文化学系86

科目ナンバリング 　G-LET49 89617 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（４時間コース）(語学)
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  Sanskrit Grammar

 [授業の概要・目的]
This course targets at students with no prior knowledge of Sanskrit and offers a systematic introduction to the 
Sanskrit language and its linguistic background. The course content basically include: (1) Learn the Sanskrit 
grammar and check the linguistic remarks in the textbook (see below); (2) Historical grammar of Sanskrit (for 
example cognate words in other language families including Iranian, Greek and Germanic languages); (3) 
Translate Sanskrit sentences into English (exercises in the textbook + Buddhist Sanskrit texts); (4) Occasional 
exercise of English to Sanskrit translation.

 [到達目標]
(1) to read and write in Devanagari-script (also used for Hindi) 
(2) to gain a systematic overview of basic and intermediate grammar of Classical Sanskrit 
(3) to develop skills of reading and interpreting simple prose and verse in Classical Sanskrit 
(4) to understand the history and linguistic background of Sanskrit
(5) to develop basic skills in composing prose sentences in Classical Sanskrit 

 [授業計画と内容]
The overall duration of the course is 30 weeks (15 + 15). Based on the plan laid out in the Japanese version of 
Perry’s Sanskrit Primer, the first semester covers lessons 1 to 22 and the second semester covers lessons 23 
to 45. 
First semester
Week #01 Introduction to Sanskrit language
Week #02 to #14: Grammar and exercises in lessons 1 to 22.
Week #15: Feedback

Second semester
Week #01 Review course content of lessons 1 to 22
Week #02 to #14: Grammar and exercises in lessons 23 to 45.
Week #15: Feedback

 [履修要件]
Classes will be held in English with translational help provided by a Japanese TA. 

サンスクリット（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（４時間コース）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点]
Active participation in the classroom, review of studied materials, homework and final exam.
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
Edward Perry 『A Sanskrit Primer』（Orient Book Distributors, 1986）ISBN:978-8120802070（both 
English and Japanese version will be used）
Antonia Ruppel 『Cambridge Introduction to Sanskrit』（Cambridge University Press, 2017）ISBN:978-
1107459069（https://www.cambridge-sanskrit.org）
Manfred Mayrhofer 『Sanskrit-Grammatik mit sprachvergleichenden Erlauterungen』（de Gruyter, 1978）
ISBN:978-3110071771
The books by Perry and Ruppel can be purchased at the department room of Indological Study.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/2014/web/webtc2/index.php(Sanskrit-English 
Dictionary)
https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/AEScan/2014/web/webtc/indexcaller.php (English-Sanskrit 
Dictionary)
https://vedaweb.uni-koeln.de/rigveda/view/id/2.1.1(Rigveda explained)
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/(Dictionaries of Indian languages)
http://www.indoskript.org/letters (Scripts)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Homework involves preparing translations from Sanskrit into English. Weekly review of grammatical 
categories and memorization of vocabulary. The expected preparation time is approximately two to three 
hours per week.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89633 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（初級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

追手門学院大学　　　
国際教養学部 准教授 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語(初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。  

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。  

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 【１週】
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】
５. 中間試験のフィードバック【1週】 
 　　 
 後期 
６．文法と会話【8週】 
７．文法と絵本・新聞講読【6週】 
８．期末試験【１週】
９．期末試験のフィードバック【1週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。  

ヒンディー語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点（30％）と筆記試験（期末30%、年度末40%）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス、ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8 （「CDエクスプ
レス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと ）

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。  
 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89659 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）I
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 西岡　美樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語中級I

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。 
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。 
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。 
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。

第 1～ 5週目：アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話ほか 
第 6～10週目：インド神話関連の物語
第11～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（マハーバーラタ、カター・サーガルなど）

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。
また、授業の区切りごとにフィードバックを行う。

 [履修要件]
・語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。
・ヒンディー語初級文法を一通り（目安は下記URLの『初級ヒンディー語文型練習帳』の第1課－
第15課の文法項目）習得していること。
・毎年、初級ヒンディー語の進度が全20課中11課あたりで終了しているが、本授業で未習の初級の
文法項目については改めて説明しないので、受講する場合はその旨留意すること。

 [成績評価の方法・観点]
授業への積極的な参加（40%） 
期末試験あるいはレポート（60%）

ヒンディー語（中級）I(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）I(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://www.youtube.com/channel/UCsyoNsqE37tZIkuvqVPTa7g(Hindi Fairy Tales)
https://www.youtube.com/channel/UCfJ9NTGXeVnzHtrDFT3-dfQ(Hindi Aacharya)
https://www.youtube.com/channel/UCR22sCPCRx3J9nfCUV4htGw(Akbar Birbal Stories )
https://www.youtube.com/channel/UCVP73_P70GlqgG618HNX8qg(Panchatantra Stories in Hindi)
https://www.youtube.com/channel/UCnyALzPGNSzlO0B-ltIZoCg(Gyan  Manthan)
http://www.jansatta.com/(Jansatta（インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times（インドのヒンディー語 
新聞）)
https://www.youtube.com/user/abpnewstv(ABP NEWS（インドのニュース・報道専門番組）)
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
https://www.youtube.com/user/aajtaktv(Aaj Tak（インドのヒンディー語 新聞）)
https://www.youtube.com/channel/UCSjPe5kinQtwcyHcFJyyMfw(Doordarshan National)
https://publication.aa-ken.jp/(西岡美樹（2017）『現代ヒンディー語文法概説　初級～初中級編』、『
初級ヒンディー語文型練習帳』)
https://flipgrid.com/(FLIPGRID（教育用Video SNSサービス）)
https://www.bookwidgets.com/(BookWidgets（復習用オンライン・アプリケーション）)

 [授業外学修（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書を引いて意味を調べ、内容把握をきち
んとしておくこと。
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。
・フィードバックも兼ねて復習用のオンライン・アプリケーションを積極的に使用すること。

（その他（オフィスアワー等））
今年度の本授業は中級レベルの予定である。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89660 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）II
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 西岡　美樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語中級 II

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。

第 1～ 5週目：現代の短篇小説、ヒンディー語映画の詩歌 
第 6～10週目：新聞記事、TVニュース
第11～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（マハーバーラタ、カター・サーガルなど)

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。
また、授業の区切りごとにフィードバックを行う。

 [履修要件]
・語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。
・ヒンディー語初級文法を一通り（目安は下記URLの『初級ヒンディー語文型練習帳』の第1課－
第15課の文法項目）習得していること。
・毎年、初級ヒンディー語の進度が全20課中11課あたりで終了しているが、本授業で未習の初級の
文法項目については改めて説明しないので、受講する場合はその旨留意すること。

 [成績評価の方法・観点]
授業への積極的な参加（40%）
期末試験あるいはレポート（60%）

ヒンディー語（中級）II(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）II(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

  （関連ＵＲＬ）
https://www.youtube.com/channel/UCfJ9NTGXeVnzHtrDFT3-dfQ(Hindi Aacharya)
https://www.youtube.com/channel/UCKsiYfgmEounhNQL5NUR_Vw(Indian Stories For Kids)
https://www.youtube.com/channel/UCnyALzPGNSzlO0B-ltIZoCg(Gyan Manthan)
https://www.youtube.com/channel/UCSjPe5kinQtwcyHcFJyyMfw(Doordarshan National)
https://www.youtube.com/user/abpnewstv(ABP  NEWS（インドのニュース・報道専門番組）)
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
https://www.youtube.com/user/aajtaktv(Aaj  Tak（インドのニュース・報道専門番組）)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語 
新聞）)
https://publication.aa-ken.jp(西岡美樹（2017）『現代ヒンディー語文法概説　初級～初中級編』、『
初級ヒンディー語文型練習帳』)
https://flipgrid.com/(FLIPGRID（教育用Video SNSサービス）)
https://www.bookwidgets.com/(BookWidgets（復習用オンライン・アプリケーション）)

 [授業外学修（予習・復習）等]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書を引いて意味を調べ、内容把握をきち
んとしておくこと。
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。
・フィードバックも兼ねて復習用のオンライン・アプリケーションを積極的に使用すること。

（その他（オフィスアワー等））
今年度の本授業は中級レベルの予定である。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

 [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。第十
五回の授業にはフィードバックを行う。

※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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

 [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。第十五回の授業にはフィードバックを行う。

※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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢訳『金剛般若経』の精読研究（１）

 [授業の概要・目的]
　『金剛般若経（こんごう・はんにゃきょう）』はインド中国で最もよく読まれた大乗般若経であ
る。サンスクリット語原典には異なる数種があり、また中国で訳された漢訳にも複数種類ある。岩
波文庫に収める漢訳とサンスクリット語原典が唯一のものではないし、岩波文庫の和訳も問題を含
む箇所がある。この授業では、インド中国の大乗佛教を知るための素材として、『金剛般若経』の
サンスクリット語原典・漢訳数種・チベット語訳を比較しながら、細かな相違を適確に理解する読
解訓練を行いながら、特に漢訳諸本の訳語のニュアンス（含蓄）にどのような違いがあるかを、原
文に即して理解できるようにすることを目指す。
　またその基となる基本知識として、佛教漢語の特色・訳語（漢訳）の特異性・大藏経の使い方・
佛教漢語の意味を確定するために行う常套的手法も身に付けるようにする。

 [到達目標]
一，仏典漢訳史（仏典漢訳の歴史的変異）の概略を理解する。
二，仏教漢語を伝統漢語と訳語の二面から扱うための方法論を身に付ける。
三，仏教漢語を上記二面から扱い，適切な現代語訳を作り，漢語仏典の読解力を向上させる。

あわせて次の３点を習得する。
１．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（佛教に特有の訓読の問題点を含む）。
３．電子化された一次資料の使い方と留意事項。

 [授業計画と内容]
第１回：中国仏教を学ぶために必要な基本的一次資料と工具書
第２回：大蔵経の基礎知識・歴史・使用に当たって特に注意すべきこと・
　　　　大正大蔵経の使用する時の注意点・電子テキスト利用上の注意点
第３回：『金剛般若経』の思想的特徴と言語的特徴
第４回：『金剛般若経』の書誌（原典・前近代の諸訳・注釈・主要研究）
第５回：五世紀初頭の鳩摩羅什訳『金剛般若波羅蜜経』精読(1)
第６回：『同』精読(2)
第７回：『同』精読(3)
第８回：『同』精読(4)
第９回：『同』精読(5)
第10回：『同』精読(6)
第11回：六世紀前半の菩提流支訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴(1)
第12回：六世紀前半の菩提流支訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴(2)-宋思溪版の特徴

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

第13回：六世紀後半の真諦訳『金剛般若波羅蜜経』の特徴
第14回：六世紀末の笈多訳『金剛能断般若波羅蜜経』の読解不可能性
第15回：前期の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（原文精読を必ず一度は担当する。積極的に意見と質問を提起する）。
自らの疑問や調べた内容について発言し、出席者たち全員に意見交換を促す。

 [教科書]
使用しない
教科書は使用しません。
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。

個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。
特に必読の論文はPDFを作成し、読むことを義務付けます。

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
中村元・紀野一義 『般若心経　金剛般若経』（岩波文庫、岩波書店）ISBN:978-4003330319（鳩摩
羅什の漢訳とサンスクリット語原典についての訳注）

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：
配布資料を基にして，授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備しなさい。

（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します。
授業初回に問い合わせ先メールアドレスを知らせます。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 船山　徹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢訳『金剛般若経』の精読研究（２）

 [授業の概要・目的]
　『金剛般若経（こんごう・はんにゃきょう）』はインド中国で最もよく読まれた大乗般若経であ
る。サンスクリット語原典には異なる数種があり、また中国で訳された漢訳にも複数種類ある。岩
波文庫に収める漢訳とサンスクリット語原典が唯一のものではないし、岩波文庫の和訳も問題を含
む箇所がある。この授業では、インド中国の大乗佛教を知るための素材として、『金剛般若経』の
サンスクリット語原典・漢訳数種・チベット語訳を比較しながら、細かな相違を適確に理解する読
解訓練を行いながら、特に漢訳諸本の訳語のニュアンス（含蓄）にどのような違いがあるかを、原
文に即して理解できるようにすることを目指す。
　またその基となる基本知識として、佛教漢語の特色・訳語（漢訳）の特異性・大藏経の使い方・
佛教漢語の意味を確定するために行う常套的手法も身に付けるようにする。

 [到達目標]
一，仏典漢訳史（仏典漢訳の歴史的変異）の概略を理解する。
二，仏教漢語を伝統漢語と訳語の二面から扱うための方法論を身に付ける。
三，仏教漢語を上記二面から扱い，適切な現代語訳を作り，漢語仏典の読解力を向上させる。

あわせて次の３点を習得する。
１．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（佛教に特有の訓読の問題点を含む）。
３．電子化された一次資料の使い方と留意事項。

 [授業計画と内容]
第１回：前期のまとめ。無著菩薩造・達磨笈多訳『金剛般若論』中の達磨笈多訳経本
第２回：七世紀中期の玄奘訳『能断金剛般若波羅蜜経』の特徴
第３回：七世紀後期の玄奘訳『大般若経』の「能断金剛分」の特徴。玄奘両訳の関係
第４回：八世紀初頭の義浄訳『金剛能断般若波羅蜜経』の特徴
第５回：サンスクリット語原典中の相違
第６回：サンスクリット語原典と漢訳諸本の相違
第７回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(1)
第８回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(2)
第９回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(3)
第10回：特に際だった相違箇所の諸本を比較検討する(4)
第11回：チベット語訳から知られる特色
第12回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(1)
第13回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(2)
第14回：『金剛般若経』の登場する漢語の佛教説話(3)
第15回：後期の総括および通年のまとめ

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（原文精読を必ず一度は担当する。積極的に意見と質問を提起する）。
自らの疑問や調べた内容について発言し、出席者たち全員に意見交換を促す。

 [教科書]
使用しない
教科書は使用しません。
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。

個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。
特に必読の論文はPDFを作成し、読むことを義務付けます。

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
中村元・紀野一義 『般若心経　金剛般若経』（岩波文庫、岩波書店）ISBN:978-4003330319（鳩摩
羅什の漢訳とサンスクリット語原典についての訳注）

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：
配布資料を基にして，授業で精読する箇所を下読みし，自分自身の訳を準備しなさい。

（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します。
授業初回に問い合わせ先メールアドレスを知らせます。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 滋賀医科大学　医学部　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

  2022・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
『瑜伽師地論』におけるブッダ所説の伝承（ア―ガマ）用語に対する解説、並びに、 「
大悲」という仏教術語の解説についての研究

 [授業の概要・目的]
　ゴータマ・ブッダは、紀元前500年～300年頃の或る時期、ガンジス川の中流域を活動の中心地と
して、80年の生涯を送った人物である。東アジアに広まる仏教の創始者となる。20代の終わり頃、
ブッダは覚醒体験を経て、その数ヶ月後、自覚内容を言葉化したとき、有情／衆生の存在の中核に
は苦しみがあると宣言する。この真理内容は、「四諦」「五蘊」「縁起」の所説として今に伝わる。
このブッダの所説を伝える伝承（ア―ガマ）が、古典インド文化圏における大乗仏教の二潮流の一
つ、瑜伽行派の根本論書である『瑜伽師地論』の中において、どのような言葉として伝わり（パ―
リに伝承される文言との比較吟味を行い）、また、解説（ヴィバンガ）が行われるのか、サンスク
リットで（現存する写本から知られる限りの）当該論書に伝わるアーガマ伝承を主たる検証の対象
とし、7世紀の漢訳（玄奘訳）や9世紀のチベット訳を参照しながら精査・考察する。そして、アー
ガマの中では用語として伝わらない「大悲」なるブッダ固有の特性を表現する仏教術語について、
当該論書や大乗経における理解についても考察する。

 [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。

 [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、『瑜伽師地論』の概説から始め、ブッダの言葉の
伝承（アーガマ）についての基本的知識の確認を行い、『瑜伽師地論』「摂異門分」に伝わるアー
ガマ、並びに、その中の（ブッダの）用語に対する解説について、注目すべき用語（具体的には、
悟りを獲得するための基本的な自己開発能力である「五根」）を取り上げ、文献学的な分析を行う。

第1回 『瑜伽師地論』の概説と、ブッダ所説の伝承（アーガマ）についての基本情報
第2回　ブッダ所説の伝承（アーガマ）、特に、パーリ伝承の「五根」の所説と、『瑜伽師地論』
「摂異門分」における「五根」（信・勤・念・定・慧の中、信と勤の）解説について
第3回 『瑜伽師地論』「摂異門分」における「五根」（の中、念・定・慧の）解説について
第4回 『瑜伽師地論』に伝わる「大悲」の伝承について
第5回 『瑜伽師地論』における「大悲」の解説について
第6回　初期の大乗経における「大悲」の説明について
第7回　アビダルマ諸論書、並びに、中観派の諸論書における「大悲」の理解について
第8回～第15回　サンスクリット・テキストの講読
　第8回から第15回は、前期前半で取り上げた各サンスクリット・テキスト箇所について、パーリ
やチベット訳・漢訳との比較吟味を行いながら、文献学的に精読し、分析を行う。
　なお、前期後半では、学位論文（卒業論文、修士論文、並びに、博士課程論文）の作成を目指し
ている受講者と相談の上で、そのそれぞれの研究対象テキスト（の一部）を精読することも考える。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [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]
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文献学的な緻密・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（サンスクリット原典、チベット訳、漢訳、並びに、校訂テキスト）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

 [授業外学修（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））
室寺への連絡は、murojiji@belle.shiga-med.ac.jp 宛にメール連絡をして下さい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 滋賀医科大学　医学部　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

  2022・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』におけるアーガマ、並びに、「大悲」の解説についての研究

 [授業の概要・目的]
　前期授業で扱った各テキスト箇所の解読内容との吟味を行いつつ、継続して『瑜伽師地論』にお
けるアーガマ解説を文献学的に分析する。併せて、ブッダは瞑想実践中に一切世界の有情／衆生を
個々に見定めたとき、悲しみ（カルナー）の極みに至り、あらゆる生き物が苦しみから脱（のが）
れてあれかしとの思願を発する。後の仏教徒たちによって、「大悲」（マハー・カルナー）という
用語で語り継がれ、大乗仏教徒たちの理想像である「菩薩」の思願と重ね合わされるようになる。
この「大悲」について、『瑜伽師地論』における解説の分析を目的として、大乗の初期経典(例え
ば、『八千頌般若経』『無量寿経』『十地経』)、アビダルマの諸論書、並びに、中観派の諸論書
（特に、『プラサンナパダー』）における理解の仕方・捉え方を比較しつつ、前期に引き続き、思
索を深めて行く。
　なお、学位論文（卒業論文、修士論文、並びに、博士課程論文）の作成を目指している受講者と
の相談のうえで、そのそれぞれの研究対象テキスト（の一部）を精読することも考える。

 [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。

 [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、ブッダが瞑想中に発した悲しみの思願、そして、
その思願を表現した「大悲」についての経典伝承、大乗経、並びに、諸論書における「大悲」につ
いての理解の概要を講義し、次いで、テキストの精読へと進む。
第1回「大悲」についての概説、特に、パーリに伝わる「梵天勧請」について
第2回　(1)　アビダルマにおける「大悲」の教義解釈
第3回　(2)　初期の大乗経における「大悲」の捉え方
第4回　(3)　大乗の諸論書における「大悲」の捉え方
第5回～第15回　サンスクリット・テキストの講読
　第5回から第15回は、『阿毘達磨倶舎論』における基本的な「大悲」についての教義解釈をサン
スクリット原典から確認する。その上で、「大悲」を謳う大乗経（『八千頌般若経』『無量寿経』
『十地経』など）、並びに、大乗の諸論書（『プラサンナパダー』など）のサンスクリット・テキ
ストを精読して行く。
　なお、後期後半でも、前期同様に、学位論文（卒業論文、修士論文、並びに、博士課程論文）の
作成を目指している受講者と相談の上で、そのそれぞれの研究対象テキスト（の一部）を精読する
ことを考える。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [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]
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文献学的な緻密・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（サンスクリット原典、チベット訳、漢訳、並びに、校訂テキスト）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

 [授業外学修（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））
室寺への連絡は、murojiji@belle.shiga-med.ac.jp 宛にメール連絡をして下さい。

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  チベット仏教瞑想論 / Theories of Meditation in Tibetan Buddhism (II)

 [授業の概要・目的]
We will 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 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]
Evaluation is made according to active participation and presentation.

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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 人文科学研究所 倉本　尚徳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国の僧伝から見た隋の仏教：『続高僧伝』講読（一）

 [授業の概要・目的]
　中国初唐の道宣が撰した『続高僧伝』は、南北朝期から初唐にかけての中国仏教史を考える際に
最も基本となる史料であり、日本仏教にも大きな影響を与えている。この書は、僧伝にかかわる関
連史料の網羅的な収集と各地の実地踏査をもとに幾度も増補改訂がなされ、同種の書に例をみない
豊富な内容と版本ごとの大きな異なりを有している。特に日本の寺院が所蔵する古写本は、版本よ
りも以前の形態を保存しており、近年研究が進み、その増補過程が次第に明らかとなってきている。

　本授業では、『続高僧伝』の各種版本・撰者道宣の伝記について概観した後、主要な僧の伝につ
いて、研究史を紹介し、複数の版本を比較検討し、同一人物についての他の史料と比較検討しなが
ら読み進める。それによって、中国仏教史の理解を深め、僧伝の内容にいかに撰者の主観が大きく
影響しているかを考えてみたい。なお時間の関係上適宜省略しつつ読み進める。関連する石刻資料
があれば現物の写真・拓本なども紹介する。
　基本は講義形式と講読形式を交互に併用して進めるが、進捗状況に応じて柔軟に対応する。講読
にあたっては受講者の状況に応じて、一部分の現代語訳担当を御願いする。それが難しい場合はレ
ポート提出とする。
　前期は講義では主に北朝後期から隋代の僧をとりあげ、北周の廃仏と隋文帝の仏教復興政策とイ
ンド・西域の仏教との関係について考察する。講読は前年度に引き続き隋の訳経僧、闍那崛多の伝
から読み進める。
  

 [到達目標]
内容面
一、インド仏教と中国仏教との差異を学ぶ。
二、北朝・隋代の主要な僧の経歴を把握し、隋の仏教復興政策について理解する。
三、僧伝執筆の時代的背景や執筆者の思想的立場を理解する。
四、伝記の記事内容を事実として鵜呑みにせず、相対化する視点を身につける。

技能面
一、僧伝に使用される常套句やロジックに親しみ、仏教漢語読解能力を高める。
二、ＣＢＥＴＡ・ＳＡＴなどの電子仏典資料について理解し適切に使用できるようになる。
三、複数の版本を用いた文字の校勘の仕方を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回：『続高僧伝』を読むために必要な基本的資料と工具書
第2回： 『続高僧伝』講義　道宣の略伝・諸版本・訳注レジュメ作成方法の説明
第3回： 『続高僧伝』講義　隋代の訳経僧：那連提黎耶舎・闍那崛多・

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達摩笈多・彦琮
第4回： 『続高僧伝』講読（1）
第5回： 『続高僧伝』講義：曇延
第6回： 『続高僧伝』講読（2）
第7回： 『続高僧伝』講義：曇遷
第8回：『続高僧伝』講読（3）
第9回：『続高僧伝』講義：浄影寺慧遠
第10回：『続高僧伝』講読（4）
第11回：『続高僧伝』講義：霊裕
第12回：『続高僧伝』講読（5）
第13回：『続高僧伝』講義：智顗
第14回：『続高僧伝』講読（6）
第15回：『続高僧伝』講義：志念

 [履修要件]
古典漢文読解の基礎的な能力や現代中国語文読解能力があれば望ましいが、
学ぶ意欲のある方であればどなたでも受講を歓迎する

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業内での発言・発表状況または小レポート）100％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
 『国訳一切経　和漢撰述部　史伝部8，9，10』（大東出版社）（書の解題と書き下し・簡単な注釈
を掲載したもの）
 『大乗仏典　中国・日本篇』（中央公論社）（『続高僧伝』の何人かの伝記について現代語訳と注
を掲載）
 『新国訳大蔵経・『続高僧伝』1』（大蔵出版）（卷六までの書き下し・簡単な注釈を掲載したも
の）
その他の参考文献については講義中に随時提示する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：僧伝をあらかじめ下読みしておく。関連する僧伝の現代語訳や書き下し（国訳一切経）各種
版本の文字の異同などを調べておく。
復習：講義内容を復習し、疑問等があれば関連する資料を調査し、次回講義時に発表する。

仏教学(特殊講義）(3)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(3)

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けないが、開講時にメールアドレスを伝えるので質問・意見等があれば随
時歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系98

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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 人文科学研究所 倉本　尚徳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  隋代の寺院と僧伝：『続高僧伝』講読（二）  

 [授業の概要・目的]
　中国初唐の道宣が撰した『続高僧伝』は、南北朝期から初唐にかけての中国仏教史を考える際に
最も基本となる史料であり、日本仏教にも大きな影響を与えている。この書は、僧伝にかかわる関
連史料の網羅的な収集と各地の実地踏査をもとに幾度も増補改訂がなされ、同種の書に例をみない
豊富な内容と版本ごとの大きな異なりを有している。特に日本の寺院が所蔵する古写本は、版本よ
りも以前の形態を保存しており、近年研究が進み、その増補過程が次第に明らかとなってきている。

　本授業では、基本は講義形式と講読形式を交互に併用して進める。進捗状況に応じて柔軟に対応
する。主要な僧の伝について、研究史を紹介し、複数の版本を比較検討し、同一人物についての他
の史料と比較検討しながら読み進める。それによって、中国仏教史の理解を深め、僧伝の内容にい
かに撰者の主観が大きく影響しているかを考えてみたい。なお時間の関係上適宜省略しつつ読み進
める。関連する石刻資料があれば現物の写真・拓本なども紹介する。
　講読にあたっては受講者の状況に応じて、一部分の現代語訳担当を御願いする。それが難しい場
合はレポート提出とする。講読は前期に引きつづいて訳経篇を読み進める。
　後期は講義では主に隋代の代表的な寺院をテーマとする。北周の廃仏をうけた後の隋代の寺院の
建立と隋文帝の仏教復興政策との関係について考察する。

 [到達目標]
一、インド仏教と中国仏教との差異を学ぶ。
二、隋代の主要な寺院を把握し、隋の仏教復興政策について理解する。
三、僧伝執筆の時代的背景や執筆者の思想的立場を理解する。
四、伝記の記事内容を事実として鵜呑みにせず、相対化する視点を身につける。

技能面
一、僧伝に使用される常套句やロジックに親しみ、仏教漢語読解能力を高める。
二、ＣＢＥＴＡ・ＳＡＴなどの電子仏典資料について理解し適切に使用できるようになる。
三、複数の版本を用いた文字の校勘の仕方を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回：前期の内容を簡単に復習し，後期の内容について説明する。
第2回：『続高僧伝』講義：大興善寺・東都上林園翻経館
第3回：『続高僧伝』講読（1）
第4回：『続高僧伝』講義：禅定寺・大禅定寺
第5回：『続高僧伝』講読（2）
第6回：『続高僧伝』講義：蒲州栖巖寺・仁寿舎利塔事業
第7回：『続高僧伝』講読（3）
第8回：『続高僧伝』講義：煬帝と江南仏教（長安日厳寺・江都・東都慧日道場）
第9回：『続高僧伝』講読（4）
第10回：『続高僧伝』講義：隋長安の尼寺

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

第11回：『続高僧伝』講読（5）
第12回：『続高僧伝』講義：天台山国清寺・荊州玉泉寺
第13回：『続高僧伝』講読（6）
第14回：『続高僧伝』講義：その他主な長安寺院
第15回：『続高僧伝』講読（7）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業内での発言・発表状況・小レポート）100％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
 『国訳一切経　和漢撰述部　史伝部8，9，10』（大東出版社）（書の解題と書き下し・簡単な注釈
を掲載したもの）
 『大乗仏典　中国・日本篇』（中央公論社）
その他の参考文献については講義中に随時提示する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：配付資料をもとにあらかじめ下読みしておく。関連する僧伝の現代語訳や書き下し（国訳一
切経）などを調べておく。
復習：講義内容を復習し、疑問等があれば関連する資料を調査し、次回講義時に発表する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けないが、開講時にメールアドレスを伝えるので質問・意見等があれば随
時歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  チベット仏教瞑想論 / Theories of Meditation in Tibetan Buddhism (I)   

 [授業の概要・目的]
We will 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 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]
Evaluation is made according to active participation and presentation.

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド中期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

 [授業の概要・目的]
ナーガールジュナの主著『中論』には様々な立場から多数の注釈が著され、それに従って中観派も
様々に展開していく。本演習では、サンスクリットも現存するチャンドラキールティのプラサンナ
パダーを中心に、関連する諸注釈も参照しながら、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中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]
『プラサンナパダー』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中期中
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、二回目から十四回の
授業では、『プラサンナパダー』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。第十五回の授業にはフィードバックを行う。 

※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]
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

 [授業外学修（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101

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド中期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

 [授業の概要・目的]
ナーガールジュナの主著『中論』には様々な立場から多数の注釈が著され、それに従って中観派も
様々に展開していく。本演習では、サンスクリットも現存するチャンドラキールティのプラサンナ
パダーを中心に、関連する諸注釈も参照しながら、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中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]
『プラサンナパダー』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中期中
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、『プラサンナパダー』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。第十五回の授業にはフィードバックを行う。 

※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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 駒澤大学　仏教学部　准教授 加納　和雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2022・
  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。今回は特に『倶舎論』の安
慧釈の梵本について業品（4章）の40偈あたりから読解を行う。

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]
平常点による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業配布資料を予習・復習すること。出席者には課題をそのつど課す。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人と社会の未来研究院 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  仏教思想研究（インド宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。また、受講者の興味に
応じて適宜、他の文献の精読、ディスカッションを行い、仏教思想の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。また、受講者の興味に応じて適宜、他
の文献の精読、ディスカッションを行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人と社会の未来研究院 熊谷　誠慈

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  仏教思想研究（インド宗教哲学文献精読）

 [授業の概要・目的]
　本授業ではAbhidharmakosaの第一章（界品）およびその自注を精読する。また、受講者の興味に
応じて適宜、他の文献の精読、ディスカッションを行い、仏教思想の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。また、受講者の興味に応じて適宜、他の
文献の精読、ディスカッションを行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

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



文献文化学系105

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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
京都支社 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

  2022・
   前期 曜時限  火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]
最初期の大乗経典『阿しゅく仏国経』第5章の講読を行う。

阿しゅく仏は、東方・妙喜世界を主宰する他土仏である。西方・極楽世界の阿弥陀仏と並び、東西
他土仏の双璧をなす。最も古い他土仏の一人であり、後に四方四仏の東方仏として定着する。密教
では金剛界曼荼羅の東方に据えられ、後期密教では、大日如来に代わり、曼荼羅の主尊になる場合
もある。

『阿しゅく仏国経』は、阿しゅく仏の修行から成道、涅槃にいたるまでの半生と、その仏国土の様
子を描く経典で、大乗仏教興起のなぞを解くための重要な資料である。漢訳が2種類、チベット語
訳が1種類ある。

本演習では、全6章ある『阿しゅく仏国経』の中から、阿しゅく仏の入滅と香象菩薩への授記、ま
た正法が滅する理由を記す第5章をとりあげる。

阿しゅく仏は、香象菩薩に授記すると、体を燃やし尽くし般涅槃する。遺骸は金色に輝き、卍など
の吉祥紋をほとばしらせ、それをもとに、衆生は七宝の塔を建てる。そして、阿しゅく仏の入滅後、
正法は長い間とどまるが、その後、埋没すると記される。

漢訳2訳を参照しながら、チベット語訳を読み進め、大乗仏教の発展過程についても外観したい。

 [到達目標]
1) 古典チベット語で書かれた仏教経典の読解力の養成
2) 大乗仏教の基礎知識の習得
3) 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　『阿しゅく仏国経』第5章の講読 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
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。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点]
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。

 [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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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　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

  2022・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  シャーンタラクシタ作『真実集成』及びカマラシーラ作『真実集成細注』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シャーンタラクシタによる著作『真実集成（
Tattvasamgraha）』とその弟子カマラシーラによる『真実集成細注（Tattvasamgrahapanjika）』第９
章「業とその報いの関係の考察」を講読する。本著作『真実集成』は独立作品でありながら，ダル
マキールティの認識論・論理学の注釈書的な側面も合わせ持っている。本授業では，上記のテキス
トを精読することを通して，仏教徒の因果論・刹那滅論・業報論に対して，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。『真実集成』の他の章（特に第
８章「存続する存在の考察」）の記述とも比較しながら，本著作のインド思想史上における位置づ
けも試みたい。  

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

・テキスト上の問題点に気付き，それを発見・指摘し的確に修正できるようになる。
・先行研究を批判的に検討した上で，独自の意見・見解を打ち出せるようになる。
・電子データをはじめとする周辺資料を駆使することにより，チベット訳テキストをサンスクリッ
ト断片と同定できるようになる。
・テキストを読解する過程で遭遇した問題に対して適切に問いを設定し，立論と論証によりそれを
解決することができるようになる。

 [授業計画と内容]
授業では『真実集成』及び『真実集成細注』第９章「業とその報いの関係の考察」を講読する。担
当者が作成した校訂テキストを元に，先行研究等を参考にしながら，批判的に精読する。

第１～２回　仏教認識論・論理学（特に刹那滅論と因果論）についての概説

第３～５回　『真実集成』及び『真実集成細注』に関する概説

第６～１４回　『真実集成』及び『真実集成細注』第９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]
平常点による。（毎時間の発表が100％）

 [教科書]
授業中に指示する
その他，授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
質問等は授業の前後に受け付けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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 山口　周子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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。 

テキスト講読を通してパーリ語の読解力を付けることを目指す。（上座部仏教に伝わる「ジャータ
カ（本生譚）」に収録の短編物語を講読テキストとする。）

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
　　　　
第２回ー5回： テキスト講読：ソーマダッタ本生譚（Somadattajataka）
第6回ー9回：テキスト講読 ：アッサカ王本生譚（Assakajataka）
第10回ー14回：テキスト講読：サッバダータ本生譚（Sabbadatajataka）
学期末テスト
第15回：フィードバック

・輪読形式を基本とする。文法事項等、テキストの理解に必要な事柄は、必要に応じて解説を加え
る。

・授業の進度は、受講生の理解度に応じて変更する場合がある。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。 

 [成績評価の方法・観点]
平常点（テキスト読解力、あるいは内容理解への積極性：50点）と学期末テスト（50点）による。

（※ 学期末テストは初見テキストを問題とし、辞書・文法書などの持ち込みは可とする。）

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
 ・テキスト講読は輪読形式で行うため、原則として予習をして臨むこと。 

 ・初学者はできる範囲で予習し、復習に重点をおくこと。

  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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

  2022・
   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]
現在もインド国内で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
は類似点もある。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、中期インド
語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、必要な参考書
を使い、音韻変化等になれる。

 [到達目標]
アルダマーガディー(Amg)で書かれたテキストを読み、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつ中期インド語の特徴を理解する。単語の意味や語形を調べるために必要な参考書類を使え
るようになる。乞食に関わる規定の撰文を読むことで、命あるものとはどういう状態をいうか、受
け取ってよい飲食物はどのようなものか等、Amgで書かれた経典を保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、および、Amgのテキストを伝承してきた
ジャイナ教白衣派の紹介
２回目：母音と子音の音韻変化
３回目：名詞変化
４回目：代名詞の変化
５回目：a語幹動詞、e語幹動詞の活用（現在形、未来形）
６回目：過去自制、分詞etc.
７回目～１０回目：出家者にとっての禁止行為を述べる『ダサヴェーヤーリヤ』第３章の乞食に関
わる詩節の読解
11回目～15回目：乞食に関わる規定を述べる『ダサヴェーヤーリヤ』第５章からの撰文読解と、全
体的なまとめ
テキストの読解に際しては、出席者のサンスクリットの知識を考慮して進める予定である。

 [履修要件]
初級サンスクリット文法を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [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. A Reference Manual of Middle Prakrit Grammar. Gent. 1999.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：サンスクリット語文法の既習者は、同じ文法事項についてサンスクリット語の場合を確認す
る。
復習：各回、文法事項の確認

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

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 岸野　良治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目
戒律文献の講読：「根本説一切有部律（こんぽんせついっさいうぶりつ）」を中心に 　
　　　　　　　　　　　　　

 [授業の概要・目的]
18世紀にヨーロッパで成立した近代仏教学（インド仏教研究）では、当初より経典や論述書といっ
た教義に直接関わる文献が研究の中心であった。結果、インド仏教徒の思想については解明が進む
一方で、彼らの活動や生活の実態は充分には明らかにされていない。この偏重を是正する試みの一
つとして、20世紀後半より律（vinaya）の研究が本格的に進められている。律とは、ブッダの入滅
後、数世紀の間に形成された仏教グループ（部派）によって、経（sutra）と並んで、ブッダの直説
として伝持されたテキストである。そこには出家者個人や教団全体が遵守すべき行動規範、儀礼作
法から、説話、教団史に至るまで多種多様な情報が集められており、現在に至るまで教団運営の基
盤として強い権威を持ち続けている。
　律は、まとまった形では所属部派の異なる六種類が現存している。そのうち、四つは漢訳のみで
現存し（『四分律』『五分律』『十誦律』『摩訶僧祇律』）、一つはパーリ語のみで現存する（「
パーリ律」）。残るもう一つの律は、チベット語訳で全てが、義浄（635－713）訳で三分の二ほど
が、サンスクリットで四分の一ほどが現存する「根本説一切有部律」である。「根本説一切有部律」
は浩瀚で、綱要書や注釈書も比較的多く現存し、またチベット・漢字文化圏の両域に伝播した唯一
の律典でもあるため、他律を凌ぐ資料的価値を有している。そのため、昨今では、律研究者はもと
より、写本、説話、美術、建築等の様々な領域の専門家により注目・参照され、その全貌解明が進
んでいる。
　本授業では、この学術的な関心が高まっている「根本説一切有部律」（ないしは、その綱要書）
を輪読する。ただし、この律典は、先に述べた通り浩瀚である。そのため、授業においてはその一
部分しか解読することはできないが、実際にどの部分を読むかは、初回の授業において受講生の関
心や意欲に応じて決定する。

 [到達目標]
1) サンスクリットやチベット語訳・漢訳で現存する仏教文献を精読することができるようになる。
2) 律（Skt. vinaya）についての基礎知識を身につけることができるようになる。
3) 仏教文献を批判的に精読する文献学的アプローチに基づく仏教研究の研究手法を習得することが
できるようになる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、イントロダクションとして「根本説一切有部律」についての概説的な説明をし、
第２回目からは、課題テキストを精読しながら、関連する諸問題について議論する。第15回目の授
業にはフィードバックを行う。

※フィードバックの方法等は、授業中に説明する。

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [履修要件]
サンスクリットとチベット語訳で現存する仏教文献を解読する基本的な能力を既に身につけている
ことが求められる。

 [成績評価の方法・観点]
本授業では、仏教文献の輪読を主とするものであるため、そのための準備の周到さ、実際の解読に
おける正確さなどを総合的に勘案して成績をつける（テストは行わない）。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時には、課題テキストを輪読するので、毎回その和訳を用意しておくことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET14 71851 LJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  German Reading in Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative pieces of the German academic writing in the fields of Indology and Buddhology, 
in order to help the students develop abilities to read and understand academic German on their own.
The purposes of the course include: (1) to introduce students into the disciplines of German Indology and 
Buddhology by means of the renowned academic works; (2) to familiarise them with the main stylistics of 
academic writings in German and with the features of German translations from Sanskrit; (3) to develop the 
students’ abilities to read and understand German academic writings on their own.

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

 [授業計画と内容]
Part I Background Knowledge (2 weeks)
Week #01 Tools & Tips
1.1. Lexika, Handbooks, Tools
1.2. Abbreviations (German, Latin, Bibliographic)
1.3. Conventions (Citation of Texts), Stylistics and Tones (e.g. wohl, vielleicht, nicht sicher)
Reference: PW, pw, SWTF, EWAia, Goto 1987; Bechert 1990 Abkurzungsverzeichnis zum buddhistischen 
Literatur; 

Week #02 Introduction to German Indology
2.1. Vedic Studies, Indic Linguistics
2.2. Buddhist Studies
2.3. Jaina Studies
Reference: Bechert & von Simson 1993 Einfuhrung in die Indologie; Windisch Geschichte der Sanskrit-
Philologie und Indischen Altertumskunde; Vorwort in SWTF; Veroffentlichungen der Helmuth von 
Glasenapp-Stiftung
Website: https://www.harrassowitz-verlag.de/reihenwerk_249.ahtml ; https://whowaswho-indology.info ;  

Part II History of Scholarship (4 weeks)
Week #03 Indology in German
3.1. Important Scholars
3.2. Representative Works
3.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen; 
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #04 Indology in German
4.1. Important Scholars

仏教学(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(講読Ｉ)(2)

4.2. Representative Works
4.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen;
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #05 Indic Linguistics in German
5.1. Important Scholars
5.2. Representative Works
5.3. Reading Exercise
Reference: EWAia
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #06 Buddhist Studies in German
6.1. Important Scholars
6.2. Representative Works
6.3. Reading Exercise
Reference: SWTF

Part III Reading Materials from Students (8 weeks) 
Week #07 to #14 Read, Exercise & Analyse
The choice of texts depends on the participants’ interest and specialisation. Various periods and styles of 
German Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

Week #15
Feedback

 [履修要件]
Basic knowledge of German (e.g. completion of College German) is required. 

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

仏教学(講読Ｉ)(3)へ続く↓↓↓



仏教学(講読Ｉ)(3)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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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科目ナンバリング 　G-LET14 71851 LJ36　

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 特定講師 文学研究科 Tao PAN

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  German Reading in Indology and Buddhology

 [授業の概要・目的]
We will read representative pieces of the German academic writing in the fields of Indology and Buddhology, 
in order to help the students develop abilities to read and understand academic German on their own.
The purposes of the course include: (1) to introduce students into the disciplines of German Indology and 
Buddhology by means of the renowned academic works; (2) to familiarise them with the main stylistics of 
academic writings in German and with the features of German translations from Sanskrit; (3) to develop the 
students’ abilities to read and understand German academic writings on their own.

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

 [授業計画と内容]
Part I Background Knowledge (2 weeks)
Week #01 Tools & Tips
1.1. Lexika, Handbooks, Tools
1.2. Abbreviations (German, Latin, Bibliographic)
1.3. Conventions (Citation of Texts), Stylistics and Tones (e.g. wohl, vielleicht, nicht sicher)
Reference: PW, pw, SWTF, EWAia, Goto 1987; Bechert 1990 Abkurzungsverzeichnis zum buddhistischen 
Literatur; 

Week #02 Introduction to German Indology
2.1. Vedic Studies, Indic Linguistics
2.2. Buddhist Studies
2.3. Jaina Studies
Reference: Bechert & von Simson 1993 Einfuhrung in die Indologie; Windisch Geschichte der Sanskrit-
Philologie und Indischen Altertumskunde; Vorwort in SWTF; Veroffentlichungen der Helmuth von 
Glasenapp-Stiftung
Website: https://www.harrassowitz-verlag.de/reihenwerk_249.ahtml ; https://whowaswho-indology.info ;  

Part II History of Scholarship (4 weeks)
Week #03 Indology in German
3.1. Important Scholars
3.2. Representative Works
3.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen; 
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

仏教学(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(講読Ｉ)(2)

Week #04 Indology in German
4.1. Important Scholars
4.2. Representative Works
4.3. Reading Exercise
Reference: Rau Bilder der 135 deutschen Indologen;
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #05 Indic Linguistics in German
5.1. Important Scholars
5.2. Representative Works
5.3. Reading Exercise
Reference: EWAia
Website: https://whowaswho-indology.info ;  

Week #06 Buddhist Studies in German
6.1. Important Scholars
6.2. Representative Works
6.3. Reading Exercise
Reference: SWTF

Part III Reading Materials from Students (8 weeks) 
Week #07 to #14 Read, Exercise & Analyse
The choice of texts depends on the participants’ interest and specialisation. Various periods and styles of 
German Indological and Buddhological literature will be read, from essays to excerpts from monographs.

Week #15
Feedback

 [履修要件]
Basic knowledge of German (e.g. completion of College German) is required. 

 [成績評価の方法・観点]
Assessment will be based on class performance (50%) and final exam (50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

仏教学(講読Ｉ)(3)へ続く↓↓↓



仏教学(講読Ｉ)(3)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Preparation of reading materials to be discussed and analysed 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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科目ナンバリング 　G-LET14 71853 LJ36　

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

  2022・
   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]
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。

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89628 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2022・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

 [授業計画と内容]
授業の際に配布するプリントに従って、おおよそ以下の順序で文法を解説する。

1. イントロダクション（1週）
2. 文字と発音（4週）
3. 名詞（4週）
4. 形容詞（1週）
5. 助動詞（3週）
6. まとめ（1週）
7. フィードバック（1週）

「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特にないが、後期のチベット語（初級）をあわせて受講することが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点]
成績は、平常点（100%）によって評価する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89629 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2022・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
前期のチベット語（初級）に引き続き、チベット語初級文法を解説する。授業
の際に配布するプリントに従って、おおよそ以下の順序で文法を解説する。

1. 動詞（5週）
2. 複文他（5週）
3. チベット語テキスト演習（4週）
4. フィードバック（1週）

基本的な文法の解説を終えた後は、性格の異なる短い文章をできる限り読み、
実践的なチベット語の習得を目指す。

 [履修要件]
前期のチベット語（初級）を受講していることが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点]
成績は、平常点（100%）によって評価する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89630 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業では、チベット語初級を終えた学生が次の課題として取り組みうる程度の現代チベット語
の物語を読む。現代チベット語の読み物を通して中級レベルのチベット語を学ぶ。また、チベット
語の読解を通じて、初級文法の復習を行う。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、現代チベット語を読解する能力を習得することを目的とする。

 [授業計画と内容]
この授業で使用するテキストは、中国から出版された笑い話集である。同書は、比較的短い物語を
集めており、文法的にも容易で読みやすい。同時に、チベット人が持つユーモアや皮肉を含んでお
り、たんに文法を学ぶだけではなく、その精神世界の一部をかいま見ることができよう。

前期の授業は、テキストを丁寧に読みながら、文法事項を確認することで進められる。テキストは
毎回1-2話ずつのペースで読む予定である。受講生は、内容を把握するだけではなく、文法事項に
ついても理解することが求められる。助詞や助動詞の用法、また動詞の形態変化などの理解を深め
ることが目標の一つである。

第1回 イントロダクション
第2～14回 チベット語テキストの輪読
第15回 フィードバック

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ま
しい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（担当個所について十分に予習しているかどうか、また非担当個所についての担当者への質
問など）。必要に応じて、学期末に試験を行うか、レポートの提出を求めることがある。

 [教科書]
テキストは、プリントとして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

チベット語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（中級）(語学)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
担当箇所について、十分に予習するとともに、担当箇所以外も予習をして内容についての議論に参
加できるようにすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89630 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業では、チベット語初級を終えた学生が次の課題として取り組みうる程度の現代チベット語
の物語を読む。現代チベット語の読み物を通して中級レベルのチベット語を学ぶ。また、チベット
語の読解を通じて、初級文法の復習を行う。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、現代チベット語を読解する能力を習得することを目的とする。

 [授業計画と内容]
この授業で使用するテキストは、中国から出版された笑い話集である。同書は、比較的短い物語を
集めており、文法的にも容易で読みやすい。同時に、チベット人が持つユーモアや皮肉を含んでお
り、たんに文法を学ぶだけではなく、その精神世界の一部をかいま見ることができよう。

後期の授業は、テキストを丁寧に読みつつ、前期よりもペースを上げて読む予定である。受講生は、
文法事項を正確に把握しつつ、内容をより深く理解することが求められる。

第1回 イントロダクション
第2～14回 チベット語テキストの輪読
第15回 フィードバック

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ま
しい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（担当個所について十分に予習しているかどうか、また非担当個所についての担当者への質
問など）。必要に応じて、学期末に試験を行うか、レポートの提出を求めることがある。

 [教科書]
テキストは、プリントとして配布する。

チベット語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
担当箇所について、十分に予習するとともに、担当箇所以外も予習をして内容についての議論に参
加できるようにすること。

（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

科目ナンバリング 　G-LET15 63131 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  オウィディウス『変身物語』精読I

 [授業の概要・目的]
古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』を精読し、ラテン語読解能力を高めるとともに、
神話や古代ローマの文化の理解を深めることを目的とする。
授業では、毎週担当を決めてテクストの精読をおこなう。その該当箇所についてコメンタリーなど
を参考にしながら、履修者全員で議論する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古代ローマの文化や神話を理解する。
叙事詩という性質を理解し、作品の意図を考察できるようになる。
テクストの内容について議論する能力を養う。

 [授業計画と内容]
オウィディウスは恋愛詩人として活躍していたが、叙事詩『変身物語』を創作した。この作品は、
様々な神話を内包する叙事詩である。授業では毎回数節ずつ読み進め、履修者相互で議論しながら
文学意図や物語の理解を深める。したがって、議論の発展次第で進路は予定より早くまたは遅くな
る可能性がある。具体的な講読個所は最初の授業で指示する。

第1回：イントロダクション
第2回～13回：『変身物語』精読
第14回：全体のまとめ
第15回：フィードバック
※フィードバックの方法については授業中に指示する。

 [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]
平常点で評価する。

 [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

西洋古典学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学（特殊講義）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業の前には、テクストや注釈を熟読すること。
また授業後には、授業中に出された議論を整理し、疑問点について解決をおこなうこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 63131 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  オウィディウス『変身物語』精読II

 [授業の概要・目的]
古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』を精読し、ラテン語読解能力を高めるとともに、
神話や古代ローマの文化の理解を深めることを目的とする。
授業では、毎週担当を決めてテクストの精読をおこなう。その該当箇所についてコメンタリーなど
を参考にしながら、履修者全員で議論する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古代ローマの文化や神話を理解する。
叙事詩という性質を理解し、作品の意図を考察できるようになる。
テクストの内容について議論する能力を養う。

 [授業計画と内容]
オウィディウスは恋愛詩人として活躍していたが、叙事詩『変身物語』を創作した。この作品は、
様々な神話を内包する叙事詩である。授業では毎回数節ずつ読み進め、履修者相互で議論しながら
文学意図や物語の理解を深める。したがって、議論の発展次第で進路は予定より早くまたは遅くな
る可能性がある。具体的な講読個所は最初の授業で指示する。

第1回：イントロダクション
第2回～13回：『変身物語』精読
第14回：全体のまとめ
第15回：フィードバック
※フィードバックの方法については授業中に指示する。

 [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]
平常点で評価する。

 [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

西洋古典学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学（特殊講義）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業の前には、テクストや注釈を熟読すること。
また授業後には、授業中に出された議論を整理し、疑問点について解決をおこなうこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 63131 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ホラーティウス『カルミナ』精読I

 [授業の概要・目的]
古代ローマの詩人ホラーティウスの抒情詩『カルミナ』を精読する。ラテン語テクストの読解力を
高めるとともに、ホラーティウスの詩作の工夫を読み解くことを目的とする。また関連する文献な
ど受講者の関心に合わせて適宜講読する。
授業では、毎週担当を決めてテクストの精読をおこなう。その該当箇所についてコメンタリーなど
を参考にしながら、履修者全員で議論する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古代ローマの社会・文化を理解する。
作品の性質を理解し、作品の意図を考察できるようになる。
テクストの内容について議論する能力を養う。

 [授業計画と内容]
ホラーティウスの『カルミナ』はラテン文学における抒情詩を代表する作品のひとつである。ギリ
シアから受け継いだ韻律を用い、巧みなラテン語の技法を駆使して編まれた作品を読解する。授業
では毎回数歌ずつ読み進め、履修者相互で議論しながらラテン詩の理解を深める。したがって、議
論の発展次第で進路は予定より早くまたは遅くなる可能性がある。具体的な講読個所は最初の授業
で指示する。

第1回：イントロダクション
第2回～13回：『カルミナ』精読
第14回：全体のまとめ
第15回：フィードバック
※フィードバックの方法については授業中に指示する。

 [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]
平常点で評価する。

西洋古典学（特殊講義） (2)へ続く↓↓↓



西洋古典学（特殊講義） (2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業の前には、テクストや注釈を熟読すること。
また授業後には、授業中に出された議論を整理し、疑問点について解決をおこなうこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 63131 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ホラーティウス『カルミナ』精読II

 [授業の概要・目的]
古代ローマの詩人ホラーティウスの抒情詩『カルミナ』を精読する。ラテン語テクストの読解力を
高めるとともに、ホラーティウスの詩作の工夫を読み解くことを目的とする。また関連する文献な
ど受講者の関心に合わせて適宜講読する。
授業では、毎週担当を決めてテクストの精読をおこなう。その該当箇所についてコメンタリーなど
を参考にしながら、履修者全員で議論する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古代ローマの社会・文化を理解する。
作品の性質を理解し、作品の意図を考察できるようになる。
テクストの内容について議論する能力を養う。

 [授業計画と内容]
ホラーティウスの『カルミナ』はラテン文学における抒情詩を代表する作品のひとつである。ギリ
シアから受け継いだ韻律を用い、巧みなラテン語の技法を駆使して編まれた作品を読解する。授業
では毎回数歌ずつ読み進め、履修者相互で議論しながらラテン詩の理解を深める。したがって、議
論の発展次第で進路は予定より早くまたは遅くなる可能性がある。前期の続きから読み始めるため、
具体的な講読個所は最初の授業で指示する。

第1回：イントロダクション
第2回～13回：『カルミナ』精読
第14回：全体のまとめ
第15回：フィードバック
※フィードバックの方法については授業中に指示する。

 [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]
平常点で評価する。

西洋古典学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学（特殊講義）(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業の前には、テクストや注釈を熟読すること。
また授業後には、授業中に出された議論を整理し、疑問点について解決をおこなうこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 非常勤講師 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  リューシアース『弁論集』精読

 [授業の概要・目的]
ギリシア語文法を学んだ人を対象として，リューシアース『弁論集』を精読する．「平明体」の規
範とされたリューシアースの弁論を読むことを通して，ギリシア語散文を読む力を高めるとともに，
弁論の構成や修辞技法についても理解を深めることを目指す．ひとつひとつの文の構成のみならず
論説全体の構成の分析にも重心を置く．

 [到達目標]
・ギリシア語原典（散文）を読む力を高める
・弁論作品の鑑賞を通して修辞技法についての知識を深める

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　講読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．　

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得していること．

 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストと注釈を読み，予習と復習を行うこと．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アンティポーンの弁論を読む

 [授業の概要・目的]
トゥーキューディデースが「当代随一の才人」と評し、「法廷や民会で争う人に対して有益な助言
を与えることにかけて、彼の右に出る者はいなかった」と伝えるアンティポーン（前480頃～411）
は、アッティカ十大弁論家の筆頭であり、おそらくは訴訟当事者のために弁論を代作し、それを公
刊した最初の人であった。彼の弁論作品のうち、第5番『ヘーローイデースの殺害について』と第6
番『合唱隊員について』を読む（前年度の続き）。

 [到達目標]
ギリシア語の読解力を向上させる。
古典期アテーナイの社会の様相や法制度に関する知識を身につける。

 [授業計画と内容]
毎回３～４ページずつ読み進める予定。

第１回　導入（テクスト配布、注釈書の紹介など）
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得済みであること。

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

 [教科書]
M. R. Dilts, D. J. Murphy 『Antiphontis et Andocidis orationes』（Oxford University Press, 2018）ISBN:
9780199605477
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
M. Gagarin 『Antiphon: The Speeches』（Cambridge University Press, 1997）ISBN:9780521389310
コピーを配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業に備えてテクストの指定された範囲を丁寧に読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 非常勤講師 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  リューシアース『弁論集』精読

 [授業の概要・目的]
ギリシア語文法を学んだ人を対象として，リューシアース『弁論集』を精読する．「平明体」の規
範とされたリューシアースの弁論を読むことを通して，ギリシア語散文を読む力を高めるとともに，
弁論の構成や修辞技法についても理解を深めることを目指す．ひとつひとつの文の構成のみならず
論説全体の構成の分析にも重心を置く．

 [到達目標]
・ギリシア語原典（散文）を読む力を高める
・弁論作品の鑑賞を通して修辞技法についての知識を深める

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　講読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．　

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得していること．

 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストと注釈を読み，予習と復習を行うこと．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 非常勤講師 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーシオドス『神統記』精読

 [授業の概要・目的]
ギリシア語文法を学んだ人を対象として，ヘーシオドス『神統記』を精読する．宇宙開闢から神々
の系譜，ウーラノスからゼウスに到る王権の交替を主題とする本作の講読を通して，韻律や文体に
習熟すると共に，注釈書を用いて本文や解釈上の問題についても検討する．

 [到達目標]
ギリシア語原典（韻文）の読解力を高める．
古典作品の伝承と受容について知識を深める．

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　テクストの精読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典と注釈を熟読すること．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 非常勤講師 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ヘーシオドス『神統記』精読

 [授業の概要・目的]
ギリシア語文法を学んだ人を対象として，ヘーシオドス『神統記』を精読する．宇宙開闢から神々
の系譜，ウーラノスからゼウスに到る王権の交替を主題とする本作の講読を通して，韻律や文体に
習熟すると共に，注釈書を用いて本文や解釈上の問題についても検討する．

 [到達目標]
ギリシア語原典（韻文）の読解力を高める．
古典作品の伝承と受容について知識を深める．

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　テクストの精読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．

 [履修要件]
ギリシア語文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典と注釈を熟読すること．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋古典学演習I

 [授業の概要・目的]
西洋古典学に関する専門知識を得るとともに、受講者が自身の研究テーマに即して報告をおこない、
参加者全員で討論する。研究報告と討論を通じて研究テーマに関する理解を深めるとともに、研究
を進める上での問題点を認識し、研究を発展させることを目標とする。

 [到達目標]
この授業の到達目標は以下の通り。
・西洋古典学に関する専門知識を修得することができる。
・自らの研究テーマを設定し発展させることができる。
・独自性を追求できる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
参加者は自身の研究テーマについて複数回の発表をおこなう。研究課題の設定、先行研究の収集と
批判的検討、研究方法の吟味、テクストの精読が必要となる。また討論に積極的に参加し、研究の
協働をおこなうことが求められる。

第1回：イントロダクション
　論文の書き方や研究の進め方について
第2回～14回：担当者による発表と全体討論
第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
研究報告や討論への参加などの平常点および学期末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
先行研究の収集と批判的検討、研究方法の吟味、テクストの精読など研究の基礎となる作業に加え
て、発表の準備や討論を経て明らかになった問題点について再検討する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 河島　思朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋古典学演習II

 [授業の概要・目的]
西洋古典学に関する専門知識を得るとともに、受講者が自身の研究テーマに即して報告をおこない、
参加者全員で討論する。研究報告と討論を通じて研究テーマに関する理解を深めるとともに、研究
を進める上での問題点を認識し、研究を発展させることを目標とする。

 [到達目標]
この授業の到達目標は以下の通り。
・西洋古典学に関する専門知識を修得することができる。
・自らの研究テーマを設定し発展させることができる。
・独自性を追求できる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
参加者は自身の研究テーマについて複数回の発表をおこなう。研究課題の設定、先行研究の収集と
批判的検討、研究方法の吟味、テクストの精読が必要となる。また討論に積極的に参加し、研究の
協働をおこなうことが求められる。

第1回：イントロダクション
　論文の書き方や研究の進め方について
第2回～14回：担当者による発表と全体討論
第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
研究報告や討論への参加などの平常点および学期末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
先行研究の収集と批判的検討、研究方法の吟味、テクストの精読など研究の基礎となる作業に加え
て、発表の準備や討論を経て明らかになった問題点について再検討する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『饗宴』を読む (1)

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアの代表的哲学者プラトン(424/3-348/7 BC)がおそらく比較的若い頃に書き上げた対話篇
『饗宴』の原典を精読します。悲劇詩人アガトンがコンテストで優勝した記念のパーティで、ソク
ラテスや喜劇詩人アリストパネスを含む登場人物たちが、「恋」（エロース）を主題とするスピー
チを即興でつくり、この神をたたえます。文学作品として非常に完成度が高いだけでなく、「本性
において驚くべき美しさ」を例として、プラトンの形而上学において「真実在」と呼ばれるものの
あり方が最も詳しく描写されるという点で、哲学的にも非常に重要な対話篇です。本授業では、比
較的平明なギリシア語で書かれたこの対話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正確に理解するこ
とを目指します。

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

 [授業計画と内容]
最初の回で『饗宴』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参加にあた
って参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。２回目からは
１回につきOCT〔教科書〕で2ページほど講読を進めます。各参加者は、指名された箇所（通常15
行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行いますが、初めて参加する方には各回
の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員で議論の構造を確認して内容的な理解
を深めます。最終回は、これまでに読んだテクストの内容および授業期間中に提起された問題を振
り返りながら、参加者全員で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、
この回も精読に当てることがあります。
第１回　イントロダクション
第２回~第14回 『饗宴』172a1-189c1講読・検討
第15回　まとめ

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を一通り学習したか、あるいは少なくとも学習中であることを履修要件
とします。

西洋古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学(演習)(2)

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

 [教科書]
John Burnet. 『/Platonis Opera/ Tomus II (Oxford Classical Text). 』（Oxford: Oxford University Press, 
1901.）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
Kenneth Dover. 『/Plato: Symposium/ (Cambridge Greek and Latin Classics).』（Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980.）
C. J. Rowe. 『/Plato: Symposium/.』（Warminster: Aris & Phillips Ltd, 1998.）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
OCT2ページ程度のギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかりま
す。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

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 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  プラトン『饗宴』を読む (2)

 [授業の概要・目的]
古代ギリシアの代表的哲学者プラトン(424/3-348/7 BC)がおそらく比較的若い頃に書き上げた対話篇
『饗宴』の原典を精読します。悲劇詩人アガトンがコンテストで優勝した記念のパーティで、ソク
ラテスや喜劇詩人アリストパネスを含む登場人物たちが、「恋」（エロース）を主題とするスピー
チを即興でつくり、この神をたたえます。文学作品として非常に完成度が高いだけでなく、「本性
において驚くべき美しさ」を例として、プラトンの形而上学において「真実在」と呼ばれるものの
あり方が最も詳しく描写されるという点で、哲学的にも非常に重要な対話篇です。本授業では前期
（プラトン『饗宴』を読む(1)）の続きから読み始めて、比較的平明なギリシア語で書かれたこの対
話篇を語学・哲学の両面からできるだけ正確に理解することを目指します。

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

 [授業計画と内容]
最初の回で『饗宴』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参加にあた
って参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。２回目からは
１回につきOCT〔教科書〕で2ページほど講読を進めます。各参加者は、指名された箇所（通常15
行ほど）をその場で日本語に訳します。指名はランダムに行いますが、初めて参加する方には各回
の最初のほうを担当してもらいます。また重要な箇所は全員で議論の構造を確認して内容的な理解
を深めます。最終回は、これまでに読んだテクストの内容および授業期間中に提起された問題を振
り返りながら、参加者全員で議論を行います。きりのよいところまで読み進められなかった場合は、
この回も精読に当てることがあります。
第１回　イントロダクション
第２回~第14回 『饗宴』189c2-207a4講読・検討
第15回　まとめ

 [履修要件]
古典ギリシア語の初級文法を一通り学習したか、あるいは少なくとも学習中であることを履修要件
とします。

西洋古典学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋古典学(演習)  (2)

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

 [教科書]
John Burnet. 『/Platonis Opera/ Tomus II (Oxford Classical Text). 』（Oxford: Oxford University Press, 
1901.）
使用するテクストのコピーは授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
Kenneth Dover. 『/Plato: Symposium/ (Cambridge Greek and Latin Classics).』（Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980.）
C. J. Rowe. 『/Plato: Symposium/.』（Warminster: Aris & Phillips Ltd, 1998.）
必要な資料のコピーは授業で配布します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
OCT2ページ程度のギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかりま
す。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

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 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火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]
ラテン語の初級文法を学んだ人を対象として，セネカ『生の短さについて』を教材に講読を行う．

 [到達目標]
ラテン語散文に親しみ，基本的な感覚を身につける
語彙を増やし，複雑な文章にも対応できる力をつける
古代ローマの文化や歴史を理解する
辞書や注釈など工具書の扱いに習熟する

 [授業計画と内容]
初級文法で学んだ内容を適宜振り返りつつ，実際の古典ラテン語原文の読解を進めていきます．熟
語や類義語に注意を払いながら，辞書や注釈をどのように見ていくかといった点についても少しず
つ習熟していくことを目指します．
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　講読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．　

 [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]
平常点．

 [教科書]
プリントを配布．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストと注釈を読み，予習と復習を行うこと．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

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 竹下　哲文

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火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]
ラテン語の初級文法を学んだ人を対象として，前期に引き続き，セネカ『生の短さについて』を教
材に講読を行う．

 [到達目標]
ラテン語散文に親しみ，基本的な感覚を身につける
語彙を増やし，複雑な文章にも対応できる力をつける
古代ローマの文化や歴史を理解する
辞書や注釈など工具書の扱いに習熟する

 [授業計画と内容]
初級文法で学んだ内容を適宜振り返りつつ，実際の古典ラテン語原文の読解を進めていきます．熟
語や類義語に注意を払いながら，辞書や注釈をどのように見ていくかといった点についても少しず
つ習熟していくことを目指します．
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　講読
第15回　フィードバック
※授業の進度によっては15回を講読に充てる場合もあります．　

 [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]
平常点．

 [教科書]
プリントを配布．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストと注釈を読み，予習と復習を行うこと．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語中級講読  

 [授業の概要・目的]
　古典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、
古典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典ギリシア語の読解
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]
　古典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]
　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。

 [授業外学修（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。 

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語中級講読  

 [授業の概要・目的]
　古典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
典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典ギリシア語の読解
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]
　古典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]
　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。

 [授業外学修（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136

科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

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 准教授 人間・環境学研究科 堀口　大樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・旧ソ連諸国の言語状況

 [授業の概要・目的]
ロシアや旧ソ連諸国における言語状況について体系的な知識を得る。

 [到達目標]
言語と社会の関係性について基本的な知識を具体例とともに整理する。

 [授業計画と内容]
基本的には講義形式で行う。

1. イントロダクション
2. 言語・民族・国家・社会
3. ロシア帝国・ソ連時代の言語状況
4. ロシア連邦の言語状況①
5. ロシア連邦の言語状況②
6. ロシア連邦の言語状況③
7. ロシア語系住民
8. バルト3国の言語状況①
9. バルト3国の言語状況②
10. バルト3国の言語状況③
11. ウクライナの言語状況
12. ベラルーシの言語状況
13. モルドバの言語状況
14. 中央アジアの言語状況
15. 総括

授業回数は15回とする。

 [履修要件]
ある程度のロシア語の知識とキリル文字を読めること。

 [成績評価の方法・観点]
成績評価については、平常点（70%）・学期末レポート（30%）に基づくものとする。平常点は各
授業への積極的な参加や課題への取り組みではかる。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義) (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
日頃からことばと社会の関係にアンテナを張っておいてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
メールで事前に連絡のこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

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 准教授 人間・環境学研究科 堀口　大樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語メディア言語学

 [授業の概要・目的]
ロシア語メディア言語学に関するロシア語テキストを輪読し、現代メディアにおける言語使用や言
語研究について知見を深める。

 [到達目標]
先行研究の論点を整理し、批判的に読み取る力を養う。
ロシア語の学術論文の読解力を向上させる。
自身のロシア語学および言語学における研究テーマや研究手法を見直す。

 [授業計画と内容]
ロシア語メディア言語学に関して、以下の概説的な文献で扱われる様々なメディア言語学の概念を
2-3回の授業で読んでいく。その際、受講者にロシア語のメディアからの具体例を収集し、授業時
に紹介してもらうことがある。

Medialingvistika v terminax i ponjatijax. Slovar'-spravochnik. Moskva: Flinta. 2018.

1.　導入①
2.　導入②
3.　導入③
4.　メディアディスコース①
5.　メディアディスコース②
6.　メディアと文法①
7.　メディアと文法②
8.　メディアと語彙①
9.　メディアと語彙②
10.　広告のことば①
11.　広告のことば②
12.　ハイパーメディアテキスト①
13.　ハイパーメディアテキスト②
14.　予備
15.　総括

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]
ロシア語のテキストを辞書を用いて読むため、中級以上のロシア語の読解力が必要である。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（70%）と期末レポート（30%）で総合的に評価する。なお、平常点は各授業への積極的な
参加や課題への取り組みで評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
講読する箇所を授業時に配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
翌週の授業で扱うテキストの該当部分をあらかじめ予習しておくこと。
またテキストで扱われている事象の具体例を、（ロシア語または他の言語で）収集してきてもらう
こともある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシアの詩と詩論

 [授業の概要・目的]
　エフィム・エトキント著『詩についての話』は、詩における「コンテクスト」「比喩」「イメー
ジ」「スタイル」などのテーマを、豊富な例を用いて、平明な文体で論じた名著です。詩の実例は、
プーシキン、レールモントフから、チュッチェフ、フェートなどを経て、ブローク、アフマートワ、
ツヴェターエワ、ザボロツキーなど20世紀前半の詩までをカバーしています。
　前期に引き続き、この本の重要な箇所を講読するとともに、例として挙げられている詩の読解と
分析を行います。 

 [到達目標]
1）ロシア語の文学論文を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシアの詩と詩論に対する知識と理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション

第2回～第14回
『詩についての話』を講読し、引用されている詩の読解と分析を行います。

第15回　まとめ

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]
ロシア語文法を習得していること。独習でも構いません。  

 [成績評価の方法・観点]
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。  

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に下調べをしてください。  

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシアの詩と詩論

 [授業の概要・目的]
　エフィム・エトキント著『詩についての話』は、詩における「コンテクスト」「比喩」「イメー
ジ」「スタイル」などのテーマを、豊富な例を用いて、平明な文体で論じた名著です。詩の実例は、
プーシキン、レールモントフから、チュッチェフ、フェートなどを経て、ブローク、アフマートワ、
ツヴェターエワ、ザボロツキーなど20世紀前半の詩までをカバーしています。
　この本の重要な箇所を講読するとともに、例として挙げられている詩の読解と分析を行います。

 [到達目標]
1）ロシア語の文学論文を読解する語学力と方法と知識を習得する。
2）ロシアの詩と詩論に対する知識と理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
テキストとその著者について紹介します。

第2回～第14回
『詩についての話』を講読し、引用されている詩の読解と分析を行います。

第15回　まとめ

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]
ロシア語文法を習得していること。独習でも構いません。  

 [成績評価の方法・観点]
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。  

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に下調べをしてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

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 有宗　昌子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  聖人伝を読む―ロシア教会史に関する文献の講読

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、聖人伝とロシア教会史に関する文献の講読を通じて、ロシアのキリスト教文化
とロシア社会に関する知識と理解を深めることにある。
ロシア、ウクライナ、ベラルーシなどの正教圏で列聖された様々な時代の聖人のうち、特に崇敬を
集める聖人を取り扱う。関連するイコンや映像なども参照する。

 [到達目標]
１）ロシア語の基本的な読解力と、宗教的文献のジャンルの一つである聖人伝の読解力の向上を目
指します。
２）ロシア教会史と社会背景に関する知識と理解を深めます。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに
　授業の概略と進め方を説明し、文献の紹介を行います。

第2回～第14回
講読：
一人の人物の聖人伝を1回ないし数回に分けて読み進める。

第15回　まとめ

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の基本文法を理解していること（未修事項は適宜補います）。
辞書を使って読めること。独習でもかまいません。

 [成績評価の方法・観点]
平常点60％、期末レポート40％で評価します。

 [教科書]
プリント、データを配付します。

 [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（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学（特殊講義）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考、映像をできるだけ自分でも参照してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
第1回授業で相談します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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 中野　悠希

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語作文

 [授業の概要・目的]
この授業では、これまでに身に付けたロシア語の語彙や文法の知識を活用してロシア語で文章を書
く力を養う。また毎回構文ごとの訳し方の典型的なパターンを学習し、ただ単語を単語に訳すだけ
ではなく、構文を構文に訳す技術を磨く。さらに新聞、学術書、小説、メール、レシピ等からテー
マ別に抜粋した日本語の文章をロシア語に訳すことで、知識の定着を図るとともに語彙力の向上を
目指す。こうした練習を積み重ねることで、ロシア語の運用能力を総合的に高めることが授業の狙
いである。

 [到達目標]
(1) ロシア語でよく使われる表現を知り、日本語の表現との対応関係を把握する。
(2) 学んだ表現を活用・応用してロシア語で自己表現をする能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　ガイダンス
第２回　繋辞文（「～は…だ」など）
第３回　繋辞文（「～のは…だ」など）
第４回　動作様態の表現（「～し始める」など）
第５回　動作様態の表現（「～しかけた」など）
第６回　使役・奉仕の表現
第７回　叙法の表現（「～かもしれない」など）
第８回　叙法の表現（「～できる」など）
第９回　叙法の表現（「～しなければならない」など）
第１０回　受け身の表現
第１１回　並列接続詞を使った表現
第１２回　目的の表現
第１３回　比較級・最上級の表現
第１４回　譲歩・容認の表現
第１５回　まとめ

 [履修要件]
中級程度のロシア語の知識があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席・毎回の作文課題）30％、期末レポート（和文露訳）70％

 [教科書]
磯谷孝 『ロシア語作文教程』（三省堂、1973年）
適宜プリントを配布するため、教科書を各自で入手する必要はない。

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)

 [参考書等]
  （参考書）
米川哲夫、佐藤純一、中村喜和、栗原成郎 『ロシア語作文の基礎（第二版）』（白水社、1980年）

 [授業外学修（予習・復習）等]
母語であれ外国語であれ、文章力は、能動的・実践的な試行錯誤を経なくては涵養されない。した
がって毎回の配布プリントを熟読し、欠かさず和文露訳の予習課題に取り組むことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業時間内および授業後の休憩時間に受け付ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅰ-１

 [授業の概要・目的]
平易なロシア文学史の論文の講読と、ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する学部
生による研究報告

 [到達目標]
１）文学に関するロシア語論文の読解法を習得する。
２）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
３）研究発表と論文執筆の方法を身につける。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
各自の関心に応じて研究発表のテーマ、及びその対論者を決め、だいたいのスケジュールを確定し
ます。報告発表とレポート執筆の方法を確認します。 

第２回～９回 
現代のロシア文学者I ・スヒフの著作『すべての人のためのロシア文学』から、「ドストエフスキ
ー」の前半を講読します。

第10～15回
学部生が順次、研究報告と質疑応答を行います。
大学院生は質問や提案を行います。

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の基礎的な知識が必要です。
スラブ語学スラブ文学専修の学部生・修士課程・博士課程生は原則として必ず履修すること。

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

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]
講読のテキストはコピーを配付します。
報告資料は各自準備すること。報告の前々日までに配付することが望ましい。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。

 [授業外学修（予習・復習）等]
講読の際には、事前に準備をしておくこと。
報告準備の過程では、事前に必ず教員の助言を受けること。  

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅰ-２

 [授業の概要・目的]
平易なロシア文学史の論文の講読と、ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する学部
生による研究報告  

 [到達目標]
１）文学に関するロシア語論文の読解法を習得する。
２）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
３）研究発表と論文執筆の方法を身につける。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
各自の関心に応じて研究発表のテーマ、及びその対論者を決め、だいたいのスケジュールを確定し
ます。報告発表とレポート執筆の方法を確認します。 

第２回～９回 
現代のロシア文学者I ・スヒフの著作『すべての人のためのロシア文学』から、「ドストエフスキ
ー」の後半を講読します。

第10～15回
学部生が順次、研究報告と質疑応答を行います。
大学院生は質問や提案を行います。
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の基礎的な知識が必要です。
スラブ語学スラブ文学専修の学部生・修士課程・博士課程生は原則として必ず履修すること。

 [成績評価の方法・観点]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

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]
講読のテキストはコピーを配付します。
報告資料は各自準備すること。報告の前々日までに配付することが望ましい。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。

 [授業外学修（予習・復習）等]
講読の際には、事前に準備をしておくこと。
報告準備の過程では、事前に必ず教員の助言を受けること。  

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅱ-１

 [授業の概要・目的]
ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する、大学院生による研究報告 

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
2）研究発表と論文執筆の方法を身につける。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、前期のだいたいのスケジュールを確定します。報告
発表とレポート執筆の方法を確認します。 

第2回～14回 
大学院生が、順次、研究報告と質疑応答を行います。
学部生は、質疑応答に積極的に参加することが求められます。 

第15回 
各報告の補足と、演習の総括を行います。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
スラブ語学スラブ文学専修の修士課程・博士課程生は原則として必ず履修すること。
同じく学部生も履修することが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
報告資料は各自準備すること。報告の前々日までに配付することが望ましい。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。  

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)

 [授業外学修（予習・復習）等]
報告準備の過程で、事前に必ず教員の助言を受けること。  

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア・スラブ文化演習Ⅱ-２

 [授業の概要・目的]
ロシアないしスラブの文学・文化・言語・思想に関する、大学院生による研究報告 

 [到達目標]
1）論文やテキスト、文化現象等を分析、考察する方法を身につける。 
2）研究発表と論文執筆の方法を身につける。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
各自の関心に応じて研究発表のテーマを決め、後期のだいたいのスケジュールを確定します。報告
発表とレポート執筆の方法を確認します。 

第2回～14回 
大学院生が、順次、研究報告と質疑応答を行います。
学部生は、質疑応答に積極的に参加することが求められます。 

第15回 
各報告の補足と、演習の総括を行います。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
スラブ語学スラブ文学専修の修士課程・博士課程生は原則として必ず履修すること。
同じく学部生も履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
報告と期末レポート50％、質疑応答への取り組み50％で評価します。

 [教科書]
報告資料は各自準備すること。報告の前々日までに配付することが望ましい。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介・アドヴァイスします。 

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)

 [授業外学修（予習・復習）等]
報告準備の過程で、事前に必ず教員の助言を受けること。 

（その他（オフィスアワー等））
質疑応答に積極的・主体的に参加してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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 准教授 人間・環境学研究科 堀口　大樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ラトビア語入門

 [授業の概要・目的]
インド・ヨーロッパ語族バルト語派のラトビア語の実践的な学習を通じて、系統をともにする、ま
たは異にする言語間に見られる、ことばの体系性や普遍性、相違点を明らかにする。とりわけ系統
が近いとされるスラブ語派との相違点を理解する。

 [到達目標]
ラトビア語の実践的な学習を通じて、ことばの普遍性や体系性、個別言語間の相違を明らかにする。
ことばをその周辺の諸現象（文化、社会、歴史、技術革新など）に有機的に関連付ける視点を得る。
既習の外国語や言語学の知識、言語学習の経験や学習に対する動機が、ゼロから半期で学ぶ言語の
学習の進捗や理解度にどのように影響するかを自身で確かめる。

 [授業計画と内容]
授業回数は全14回、その他期末試験、フィードバックの回を設ける。

1. 文字と発音
2. be動詞、名詞と形容詞の性・数
3. 第2変化動詞、位格
4. 第3変化動詞、対格
5. 属格
6. 第1変化動詞、与格
7. 復習
8.　動詞未来形
9.　動詞過去形、アスペクト
10. 形容詞の定・不定
11. 複合時制
12. 命令法、願望法
13. 義務法、伝聞法
14. 復習
試験
フィードバック

また、折に触れてラトビアの文化や社会についても紹介する。

 [履修要件]
特になし

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)

 [成績評価の方法・観点]
授業への参加態度などの平常点（50％）・試験（50％）

 [教科書]
堀口大樹 『ニューエクスプレスプラス　ラトヴィア語』（白水社、2018）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内外に限らず、言語の学習では音読を重視します。

（その他（オフィスアワー等））
教室定員の枠で受講生を受け付ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系147

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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 中野　悠希

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語作文

 [授業の概要・目的]
この授業では、これまでに身に付けたロシア語の語彙や文法の知識を活用してロシア語で文章を書
く力を養う。また毎回構文ごとの訳し方の典型的なパターンを学習し、ただ単語を単語に訳すだけ
ではなく、構文を構文に訳す技術を磨く。さらに新聞、学術書、小説、メール、レシピ等からテー
マ別に抜粋した文章をロシア語に訳すことで、知識の定着を図るとともに語彙力の向上を目指す。
こうした練習を積み重ねることで、ロシア語の運用能力を総合的に高めることが授業の狙いである。

 [到達目標]
(1) ロシア語でよく使われる表現を知り、日本語の表現との対応関係を把握する。
(2) 学んだ表現を活用・応用してロシア語で自己表現をする能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　ガイダンス
第２回　時間の表現（「～する時」など）
第３回　時間の表現（「～する前に」など）
第４回　条件の表現（「～なら」など）
第５回　条件の表現（「たとえ～でも」など）
第６回　原因・理由の表現
第７回　結果の表現
第８回　疑問詞を使った表現
第９回　否定小詞を使った表現
第１０回　比喩・様式の表現
第１１回　程度の表現
第１２回　主語的な名詞節を使った表現
第１３回　補語的な名詞節を使った表現
第１４回　関係節を使った表現
第１５回　まとめ

 [履修要件]
中級程度のロシア語の知識があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席・毎回の作文課題）30％、期末レポート（和文露訳）70％

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]
磯谷孝 『ロシア語作文教程』（三省堂、1973年）
適宜プリントを配布するため、教科書を各自で入手する必要はない。

 [参考書等]
  （参考書）
米川哲夫、佐藤純一、中村喜和、栗原成郎 『ロシア語作文の基礎（第二版）』（白水社、1980年）

 [授業外学修（予習・復習）等]
母語であれ外国語であれ、文章力は、能動的・実践的な試行錯誤を経なくては涵養されない。した
がって毎回の配布プリントを熟読し、欠かさず和文露訳の予習課題に取り組むことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業時間内および授業後の休憩時間に受け付ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系148

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

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

ロシア国立研究大学高等経済学院東
洋学・西洋古典学研究所・准教授　 Fedorova Anastasia

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金1,2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Russo-Japanese Cultural Dialogue Through Images

 [授業の概要・目的]
This course explores the rich history of cultural encounters between Japan and Russia, starting in the Edo 
period and leading to the two countries’ latest attempts at co-producing animated films. Both countries have 
traditionally formed their identities by negotiating a special place between the East and the West, and have 
tried to actively learn from each other. Drawing on examples from personal diaries, memoirs, painting, film 
and animation, we will explore how the mutual perception between Japan and Russia has transformed 
overtime in accordance with various political, economic and cultural changes that occurred both globally and 
domestically. 

 [到達目標]
Students will be able to identify the unique aspects of cultural
interactions between Japan and Russia, while simultaneously interpreting them in a larger theoretical 
framework of cross-cultural exchange.

 [授業計画と内容]
Please note that each week consists of 2 class units (Each week we meet for 3 hours). Throughout this course, 
there will be 15 class units in total.

 1. Introduction [1 class unit]
 2. Japan and Russia during the Edo Period [2 class units]
 3. Russo-Japanese War (1904-1905)[2 class units]
 4. Transnational Cultures of Modernism (I): Painting, Literature, Theater [2 class units]
 5. Transnational Cultures of Modernism (II): Film [2 class units]
 6. Japanese Fascination with Marxism [2 class units]
 7. Soviet Fascination with Japanese Material Culture [2 class units]
 8. Interacting through Manga and Anime [2 class units]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Active participation in class [40%];
Test(s) based on information from weekly reading assignments [20%];
Final essay written in English (8000 words) [40%]

 [教科書]
Reading assignments will be distributed in class.

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)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Reading assignments will be given from multiple sources including:
Thomas J. Rimer ed., A Hidden fire : Russian and Japanese cultural encounters, 1868-1926 (1995)
Yulia Mikhailova, William M. Steele, eds., Japan and Russia: Three Centuries of Mutual Images (2008)
Sho Konishi, Anarchist Modernity: Cooperatism and Japanese-Russian Intellectual Relations in Modern 
Japan (2013)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Students must be prepared to comment and critically analyze the reading assignments weekly.

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



文献文化学系149

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学の短編を読む

 [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、現代作家
ドミートリー・バーキンの短編『起源の国』を読んでいきます。ロシア語の文法事項を確認しつつ、
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　イントロダクション 
ロシア語文学の概要とその研究の基本文献について説明します。 

第2回～第14回 
上記の短編を精読していきます。

第15回　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。

フィードバックについては授業中に指示します。

 [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]
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。 

 [授業外学修（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150

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学の短編を読む

 [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、現代を代
表する作家リュドミラ・ウリツカヤの『ささやく祖父』と、ソ連初期の作家イサーク・バーベリの
自伝的短編『半地下の部屋で』を講読します。ロシア語の文法事項を確認しつつ、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　イントロダクション 
作家と講読作品の概要について説明します。 

第2回～14回
上記の短編を読んでいきます。

第15回　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックについては授業中に指示します。

 [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]
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。  

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)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学修（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151

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

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 准教授 東南アジア地域研究研究所 帯谷　知可

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語論文講読

 [授業の概要・目的]
ロシア語の読解・運用能力を向上させ、合わせてロシア語による論文の作法・スタイル・表現など
に習熟する目的で、人文社会系分野のロシア語学術論文の講読を行う。

 [到達目標]
ロシア語の人文社会系分野の学術論文を辞書・参考書などを利用しながら読み、その内容を理解し、
重要なポイントをまとめられるようになる。

 [授業計画と内容]
各回とも授業担当教員の指定する論文につき、パートごとに担当者を決め、輪読する形式とする。

第1回～第5回　ロシア文化に関する論文を講読する　
第6回～第10回　歴史学関連の論文を講読する
第11回～第15回　民族学・文化人類学関連の論文を講読する

 [履修要件]
ロシア語の基本文法を習得済みであること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点50％、期末レポート50％で評価する。

 [教科書]
使用しない
教材となる論文をプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
各自必要な辞書等を持参・利用すること。

 [授業外学修（予習・復習）等]
当該回に読み進めるパートについて、あらかじめ辞書等を用いて一通り目を通し、内容を理解し、
翻訳ができるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
連絡先　obiya[AT]cseas.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152

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド書講読

 [授業の概要・目的]
ポーランド語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、ポーランド語の読解力の向上を図ると
ともに、ポーランドにおける歴史認識や歴史研究の現状について理解を深めることを目標とする。 
 

 [到達目標]
・歴史学の研究で用いられるポーランド語の語彙や語法を習得する。
・ポーランドとその周辺地域の歴史について、ポーランド語のテキストをつうじて基本的な事項を
理解する。
 

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本を講読する。

Andrzej Chwalba, Wojciech Harpula, Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii, Wydawnictwo 
Literackie: Krak#243w, 2021.

本書は ポーランドとロシアの関係史のなかから争点となりがちな問題をとりあげて、ポーランドの
ジャーナリストとポーランド近現代史の専門家が語り合った、対話形式の本である。
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。ポーランド語の歴史叙述で用いら
れる語彙に親しむとともに、ポーランド・ロシア間の歴史認識をめぐる論点ついての理解を深める
ことを目指す。

第1回　オリエンテーション
第2～14回　訳読と解説
第15回　フィードバック

 [履修要件]
ポーランド語の初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業中の訳読の実績）によって評価する。

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)

 [教科書]
授業でテクストを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにポーランド語の
文献を読み進むうえで効果的であろう。

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系153

科目ナンバリング 　G-LET49 69661 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級I）
Polishnbsp (Lectures)nbsp

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、前期と後期を合わせて一年間の学習を終えてから、辞書を使
って簡単な文章が読めるように、この言語の構造や基本的な文法を身につけます。
前期では、名詞と動詞の活用を学ぶとともに、ポーランド語になれていきます。一年間で『ニュー
エクスプレス　ポーランド語＋』一冊をおおよそやり通す学習内容としますが、前期ではその前半
分を学習します。 
期末に映画も鑑賞し、ポーランドの文化に触れます。

 [授業計画と内容]
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な構文、格の基礎知識、名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語彙【１週】 
３．基本動詞bycの変化、名詞の性の見極め方と性による形容詞の変化【１週】
４．ここまでの内容の確認と練習【１週】
５．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け【１週
】
６．名詞の単数生格、panとpaniの用法【１週】
７．名詞と形容詞の複数主格、「あなたがた、皆さん」の言い方【１週】
８．ここまでの総復習、基本的な構文や語彙の確認【１週】
９．名詞の単数複数対格、動詞の第１変化（-m,-sz型）【１週】 
１０．動詞の第２変化（-e,-isz型）、名詞の単数複数与格、「知っている」に当たる表現【１週】 
１１．動詞の第３変化（-e,-esz型）、現在形の動詞変化のまとめ、名詞の単数複数前置格【１週】
１２．sie動詞、ktoとcoの格変化、名詞の複数生格、数量を表す言葉【１週】 
１３．前期の総復習、格の使い分けや、基本的な構文の確認、語彙の復習【１週】
１４．映画を鑑賞し、ポーランドの文化に触れる 【１週】
１５．定期試験【１週】
１６．フィードバック【１週】

 [履修要件]
特になし

ポーランド語（初級I）(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級I）(2)

 [成績評価の方法・観点]
教科書の内容に基づいた定期試験（筆記）の成績で評価します。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ・阿部優子 『ニューエクスプレス　ポーランド語＋』（白水社）ISBN:
978-4-560-08849-4
2019年に新しく出版された『ニューエクスプレス＋（プラス）ポーランド語』を使いたいと思いま
すが、その前の『ニューエクスプレス　ポーランド語』をすでに手に入れている受講生は、『ニュ
ーエクスプレス　ポーランド語』を使っても問題ありません。 
授業中にプリントも配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］  『ポーラン
ド語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3 

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示します。

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



文献文化学系154

科目ナンバリング 　G-LET49 69662 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級I）
Polish (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、前期と後期を合わせて一年間の学習を終えてから、辞書を使
って簡単な文章が読めるように、この言語の構造や基本的な文法を身につけます。
後期では、動詞の時制や、ポーランド語における様々な構文を学びます。一年間で『ニューエクス
プレス　ポーランド語＋』一冊をおおよそやり通す学習内容としますが、後期ではその後半分を学
習
します。
期末に映画の鑑賞などをして、ポーランドの文化に触れます。

 [授業計画と内容]
１．否定生格という現象、呼格、基本的な助動詞の使い方【１週】
２．動詞の過去形、非人称文の過去時制、人称代名詞と再帰代名詞の格変化【１週】
３．動詞bycと一般動詞の合成未来形、時刻に関する表現、非人称文の未来時制、nie maの過去形
と未来形【１週】
４．動詞のアスペクト、命令法、数詞と名詞の総合規則【１週】
５．命令法の続き、仮定法、miecの助動詞的な用法【１週】
６．移動の動詞isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、場所と移動の起点を表す前置詞【１週】
７．関係代名詞ktoryの用法【１週】
８．ここまでの総復習、動詞の時制などの学習内容の確認【１週】
９．仮定法の用法の続き、関係副詞による複文の作り方、能動形容分詞、非人称動詞【１週】
１０．sieによる非人称構文、形容詞と副詞の比較変化【１週】
１１．副分詞の作り方と用法、受動形容分詞と受動構文【１週】
１２．非人称能動過去形と完了体動詞の副分詞、年月日の言い方【１週】
１３．一年間の総復習、分かりにくかった点などを確認する【１週】
１４．ポーランドの文化に触れる 【１週】
１５．定期試験【１週】
１６．フィードバック【１週】

 [履修要件]
前期のポーランド語（初級I）の受講など、ポーランド語の基礎知識が要求されます。

ポーランド語（初級I）(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級I）(2)

 [成績評価の方法・観点]
教科書の内容に基づいた定期試験（筆記）の成績で評価します。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ・阿部優子 『ニューエクスプレス　ポーランド語＋』（白水社）ISBN:
978-4-560-08849-4
2019年に新しく出版された『ニューエクスプレス＋（プラス）ポーランド語』を使いたいと思いま
すが、その前の『ニューエクスプレス　ポーランド語』をすでに手に入れている受講生は、『ニュ
ーエクスプレス　ポーランド語』を使っても問題ありません。 
授業中にプリントも配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］ 『ポーランド
語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示します。

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



文献文化学系155

科目ナンバリング 　G-LET49 89642 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【１週】 
７．定期試験【１週】
８．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点]
基本的に定期試験（筆記）（90％）での評価となります。授業へのぞむ姿勢（10％）も考慮します。
定期試験の具体的な内容は、教材を決めてから判断します。

 [教科書]
授業中に受講生と話し合って決めた資料を用意し配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］ 『ポーランド
語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3

ポーランド語（中級II）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（中級II）(語学)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示します。

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



文献文化学系156

科目ナンバリング 　G-LET49 89642 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【1週】 
７．定期試験【1週】 
８．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点]
基本的に定期試験（筆記）（90％）での評価となります。授業へのぞむ姿勢（10％）も考慮します。
定期試験の具体的な内容は、教材を決めてから判断します。

 [教科書]
授業中に受講生と話し合って決めた資料を用意し配布します。  

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］ 『ポーランド
語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3

ポーランド語（中級II）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（中級II）(語学)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示します。

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



文献文化学系157

科目ナンバリング 　G-LET49 69646 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ロシア語（初級） 
Russian I

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 田中　大

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語の基礎Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシア語やロシア文化に関心のある学生を対象として、ロシア語を一から勉強していきます。日
本ではあまりなじみのない文字の書き方と発音から始めて、意外に日本語との類推が利く基本的な
文法と構文、語彙を学習していきます。

 [到達目標]
１）ロシア語で使用されているキリル文字とその発音を習得する。
２）ロシア語の基礎的な文法を習得する。

 [授業計画と内容]
授業は配付プリントに沿って進みます。各単元の例文と文法事項はおおむね以下の通りです。
序：文字と発音
第1課　「これはナターシャです」：平叙文
第2課　「私はナターシャではありません」：人称代名詞・疑問文・否定文
第3課　「これは私のスーツケースです」：所有代名詞・指示代名詞
第4課　「あそこに古い写真があります」：形容詞と名詞の性
第5課　「雑誌を読んでいます」：動詞現在形第1変化
第6課　「日本語を話します」：動詞現在形第2変化・複数形
第7課　「彼女はどこに住んでいるのですか」：不規則動詞と前置格
第8課　「電話を持っていますか」：所有の表現・命令形
第9課　「音楽を聴いているのですか」：不規則動詞と対格
第10課　「小包を送りたい」：運動の動詞と行先の表現
第11課　「日本文学を勉強していました」：動詞の過去形
第12課　「家にいました」：様々な過去時制
第13課　「今晩はお客が来ます」：動詞の未来形・不規則動詞
第14課　「カサがありません」：生格の用法

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]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点30％、試験70％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

ロシア語（初級）  (2)へ続く↓↓↓



ロシア語（初級）  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
開講時および授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
配付されたプリントを事前に下見して、授業後は単語や構文をしっかり復習してマスターしてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は開講時に指示します。

※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158

科目ナンバリング 　G-LET49 69647 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ロシア語（中級） 
Russian II

  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

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語の基礎Ⅱ

 [授業の概要・目的]
ロシア語の初級を前年度に履修したか、それと同程度の基礎運用能力を習得している学生を対象と
して、ロシア語の基本文法の完成をめざします。

 [到達目標]
１）ロシア語の基礎文法を完成させる。
２）辞書を引けば、平易なロシア語を読めるようになる。

 [授業計画と内容]
授業は、前年度初級に引き続き、配付プリントに沿って進みます。各単元の例文と文法事項はおお
むね以下の通りです。（第1回～第6回）
第15課　「夫にプレゼントを買いたいのです」：与格の表現
第16課　「紅茶は普通ミルクを入れて飲みます」：造格の表現
第17課　「日本料理店でアントンを見かけました」：活動体名詞の対格・形容詞の格変化
第18課　「それがアントンでないとどうして分かるのですか？」：動詞の完了体と不完了体
第19課　「捨てるのなら手伝います」：時制のまとめ・助動詞的用法
第20課　「もし私が鳥だったら」：仮定法

その後、ロシア語の文章を読むのに必要な文法事項をさらに学びます。（第7回～12回）
・関係詞　・副動詞　・形動詞　・被動相

文法事項の確認を兼ねて、平易なロシア語の文章を読みます。（第13回～第14回）

第15回　まとめ
　
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）を前年度に履修したか、それと同程度のロシア語能力を有していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点30％、試験70％で評価します。

ロシア語（中級）  (2)へ続く↓↓↓



ロシア語（中級）  (2)

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時および授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
配付されたプリントを事前に下見して、授業後は単語や構文をしっかり復習してマスターしてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は開講時に指示します。

※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159

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツの動物文学

 [授業の概要・目的]
前近代の文学に動物が登場するとき、それは人間のメタファーとして何らかの寓意を表現するか、
象徴的な意味合いを帯びたモチーフとして働くか、いずれかのケースが多く、現実の動物そのもの
に関心が向くことは稀だった。しかし近代に入り、特に19世紀のリアリズムの時代以降、リアルな
動物が描かれることが増えていく。この動きは、家畜としての動物や狩猟の対象になる動物の苦痛
が問題化され、いわゆる「動物の権利」が唱えられ、動物愛護運動や菜食主義運動が盛んになって
いく過程と連動していた。そこでは、「他者」としての動物の視点から人間の存在を相対化し、批
判的に捉える人間中心主義批判の文学が数多く生み出された。この授業では、以上のような流れの
中で具体的にどのような動物がドイツ文学に描かれてきたかを見ていく。

 [到達目標]
１．ドイツ文学に描かれる「動物」の姿の多様性を知り、それぞれの描写の文化的文脈を把握でき
るようになる
２．人間と動物の関係について考えを深める

 [授業計画と内容]
前半は講義形式で授業を進める。動物が描かれているいくつかのテクストを取り上げ、精読を実演
する。後半は受講者に同様の手順で自分の好きなテクストについて発表してもらう。

第１回　イントロダクション――聖書と寓話の中の動物
第２回　ゲーテ『ライネケ狐』
第３回　グリム童話に描かれた動物たち
第４回　エッシェンバッハ『クランバンブリ』
第５回　ボンゼルス『みつばちマーヤの冒険』
第６回　ザルテン『バンビ』
第７回　ケストナー『動物会議』
第８～14回　受講者による発表
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で扱ったものに限らず、できるだけ多くの文学作品を実際に手に取って読んでみてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  五感とドイツ文学   

 [授業の概要・目的]
この授業では、五感のモティーフが、ドイツ文学のなかでどのような役割をはたしてきたかを考察
する。文学が、視覚や聴覚だけではなく、五感のすべてと密接にかかわっていることを、具体的な
作品にそくして検証してみたい。 
  

 [到達目標]
・ドイツ文学の作家や作品にかんする知識と理解を深める。 
・五感と文学とのかかわりにかんする知識と理解を深める。

 [授業計画と内容]
各回のテーマは次の通り。
１　はじめに
２　彫刻と文学
３　ピグマリオンの変貌
４　視覚メディアと文学
５　絵画と文学
６　聴くことの力
７　19世紀の音楽家小説
８　20世紀の音楽家小説
９　嗅覚と文学
10　食と文学
11　りんごの文学史
12　建築と文学
13　舞踏と文学
14　五感の統合
15　おわりに

 [履修要件]
ドイツ語の知識は必要としない。  

 [成績評価の方法・観点]
授業時のコメントペーパー（50％）と期末レポート（50％）によって評価する。
期末レポートについては、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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で取り上げる作品を、できるだけ自分で読んでみること。    

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  一般言語学・ゲルマン語学 入門

 [授業の概要・目的]
研究発表（ゼミ形式）による。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。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]
ゲルマン語学の諸分野（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10回　研究発表（ゼミ形式）院生による。
第11回～第13回　研究発表（ゼミ形式）学部生による
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]
主に研究発表の形式をとる。発表など平常点を主に成績評価を行う。

 [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）

 [授業外学修（予習・復習）等]
こちらで用意する教材に関し、授業の前後（予習・復習）に課題を課し、授業時に発表できる準備
をしてもらう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   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  Religion und Literatur (I)

 [授業の概要・目的]
Religion und Literatur (I): In diesem Kurs sprechen wir anhand von Texten aus verschiedenen Gattungen und 
mehreren Jahrhunderten über das Verhältnis von Religion und Literatur in der westlichen, insbesondere der 
deutschen Kultur. Im ersten Teil des Kurses werden Texte von den Anfängen der deutschen Literatur bis zum 
18. Jahrhundert behandelt.

 [到達目標]
Religion und Literatur sind in der westlichen Kultur eine so enge Symbiose eingegangen, dass man viele 
Werke der deutschen Literatur ohne Grundkenntnisse der christlichen Religionsgeschichte kaum adäquat 
verstehen kann. In diesem Kurs sollen sich die Studenten die nötigen Grundkenntnisse aneignen und lernen, 
welchen Einfluss religiöses Gedankengut auf die Literatur hatte sowie welchen Zwecken es in literarischen 
Werken diente.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden Werke wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem religionsgeschichtlichen 
Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen Informationen, mit deren Hilfe die 
Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1.-2. Woche: Einführung in die christliche Bibel.
3.-15. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Textbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
16. 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]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung (100 %).

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden den Studenten auf 
der PandA-Website zur Verfügung gestellt.

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.

 [授業外学修（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 sowie  nach Absprache in einer Sprechstunde 
zur Verfügung.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   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  Religion und Literatur (II)

 [授業の概要・目的]
Religion und Literatur (II): In diesem Kurs sprechen wir anhand von Texten aus verschiedenen Gattungen 
und zweier Jahrhunderte über das Verhältnis von Religion und Literatur in der westlichen, insbesondere der 
deutschen Kultur. Im zweiten Teil des Kurses werden Texte des 19. und 20. Jahrhunderts behandelt.

 [到達目標]
Religion und Literatur sind in der westlichen Kultur eine so enge Symbiose eingegangen, dass man viele 
Werke der deutschen Literatur ohne Grundkenntnisse der christlichen Religionsgeschichte kaum adäquat 
verstehen kann. In diesem Kurs sollen sich die Studenten die nötigen Grundkenntnisse aneignen und lernen, 
welchen Einfluss religiöses Gedankengut auf die Literatur hatte sowie welchen Zwecken es in literarischen 
Werken diente.

 [授業計画と内容]
Jede Woche werden Werke wichtiger Autoren einer Epoche vorgestellt und vor dem religionsgeschichtlichen 
Hintergrund der Zeit interpretiert. Der Lehrer gibt die notwendigen Informationen, mit deren Hilfe die 
Studenten die Interpretation selbst vornehmen können.
1. Woche: Allgemeine Einführung in das Thema des Kurses.
2.-15. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Textbeispiele verschiedener literarischer Epochen 
(auch nach Absprache mit den Studenten).
16. 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]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung (100 %).

 [教科書]
Die Anschaffung eines Textbuches ist nicht erforderlich. Alle nötigen Materialien werden den Studenten auf 
der PandA-Website zur Verfügung gestellt.

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.

 [授業外学修（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 sowie nach Absprache in einer Sprechstunde 
zur Verfügung.
Kontakt: dtrauden@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  音楽の近代と時間意識

 [授業の概要・目的]
音楽における「近代の時間意識」とはほぼ五線譜と同義である。縦横のグリッド（五線と小節線）
で音高も音価も定量的に規定される音楽。それが近代西洋音楽＝洋楽であって、事情はクラシック
であれジャズであれポピュラーであれ変わらない。この授業では五線譜的な時間意識からどのよう
な脱出の試みが行われてきたかという視点から、19・20世紀音楽全般について考察する。

 [到達目標]
音楽に限ることなく、人間のあらゆる営みを規定するものとしてのリズムにつき、受講者自身が思
索を巡らせることを求める。 

 [授業計画と内容]
1－3回：小節線が可能にしたもの（2021年度後期の復習）
4回：音楽原理としての「ショック」と近代
5回：巨大音響建築に取り憑かれた世紀（ベルリオーズからマーラーに至る管弦楽曲）
6－8回：ホール建築とホール照明の歴史
9回：ハイデガーのGestell概念と「指揮者」への盲従
10回：足踏みする時間と第一次大戦後のストラヴィンスキーとテクノ
11－12回：「音楽の散文」と静止した時間とワーグナー
13－15回：反復の原理とラヴェル『ボレロ』とレヴィストロース

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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）

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)

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  音楽の近代と時間意識２

 [授業の概要・目的]
音楽における「近代の時間意識」とはほぼ五線譜と同義である。縦横のグリッド（五線と小節線）
で音高も音価も定量的に規定される音楽。それが近代西洋音楽＝洋楽であって、事情はクラシック
であれジャズであれポピュラーであれ変わらない。この授業では五線譜的な時間意識からどのよう
な脱出の試みが行われてきたかという視点から、19・20世紀音楽全般について考察する。

 [到達目標]
音楽に限ることなく、人間のあらゆる営みを規定するものとしてのリズムにつき、受講者自身が思
索を巡らせることを求める。
 

 [授業計画と内容]
1－2回：前期の要約
3－4回：「遅刻」としての自由　―　シンコペーションとレイドバックとジャズ
5回：身体をマシーンにすれば自由になる　―　モダンジャズとポリリズムについて
6回：音楽は「点」に分解できるか　―　シュトックハウゼンと戦後セリー音楽
7－9回：すべては波動だ？　―　電子音楽の原理
10－11回：電子音楽は「楽譜・解釈・作品」の概念をどう変えたか
12回：ジョン・ケージと非決定論と賭博
13回：「終わらない時間」をどう音楽化する？　―　サティからマックス・リヒターまで
14回：同上　―　アンビエント・ミュージックの功罪
15回：テレパシー音楽は「作品」たりうるか？　―　シュトックハウゼンの直観音楽とフルクサス

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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）

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 6M181 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ベンヤミンの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』に見られる彼の初期思想

 [授業の概要・目的]
この講義では、ベンヤミンの博士論文『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』第二部の前
半を新しいドイツ語版の全集で精読することで、ベンヤミンの初期思想を深く理解することを目的
とする。また、ドイツ語の原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、ベンヤミンの初期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
ベンヤミンの思想の大枠と、そのなかでの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』の位置、
またその内容について、概略を説明する。
第2回から第14回　ドイツ語原文の精読
『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』第二部の前半をドイツ語版の原文で冒頭から精読
する。
第15回　まとめ
ベンヤミンの初期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]
平常点（90点）、討論参加（10点）を基本にして、総合的に判定する。

 [教科書]
授業中に指示する

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)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　ドイツ語原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、ベンヤミンの思想を軸に、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。
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科目ナンバリング 　G-LET17 73345 SJ36　

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

  2022・
   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。
・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：
　　　　　　　　研究発表の要領を説明し、前期の発表日程について協議する。
第２回　　　　　博士後期課程１回生による研究発表：
　　　　　　　　前年度に提出した修士論文の内容の報告。
第３回～第６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７回～第1０回　博士後期課程２・３回生による研究発表：
　　　　　　　　博士論文作成に向けての中間報告。
第1１回～第１２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１３回～第１４回　学部４回生による研究発表：
　　　　　　　　卒業論文作成に向けての中間報告
第15回　　　　　まとめ：
　　　　　　　　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]
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。

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)

 [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。  

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 73345 SJ36　

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

  2022・
   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。
・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２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３回～第４回　学部４回生による研究発表： 
　　　　　　　　卒業論文の中間報告。 
第５回～第９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１０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]
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)

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (1)

 [授業の概要・目的]
この授業では、ゲーテの小説『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』（1795/96）を読む。この作
品は、教養小説の代表作であるが、同時にまた、18世紀のドイツを描きだした社会小説としても読
むことができる。

 [到達目標]
・18世紀ドイツ文学の作品の読解力を高める。
・ゲーテの文学世界に親しむ。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　ゲーテの生涯と作品について解説する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストの前半部を精読する。
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]
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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre (2)

 [授業の概要・目的]
この授業では、ゲーテの小説『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』（1795/96）を読む。この作
品は、教養小説の代表作であるが、同時にまた、18世紀のドイツを描きだした社会小説としても読
むことができる。 

 [到達目標]
・18世紀ドイツ文学の作品の読解力を高める。
・ゲーテの文学世界に親しむ。

 [授業計画と内容]
第１回～第14回　テクスト講読：
　テクストの後半部を精読する。
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]
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

 [授業外学修（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171

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学と歴史

 [授業の概要・目的]
「史実」と「フィクション」を二項対立に捉えて区別する見方は古代から存在するが、実際には歴
史と文学は密接に関わってきた。歴史小説のように、歴史から素材を取ってくる文学ジャンルが人
気を誇ってきたというだけではない。歴史記述そのものが、純粋に客観的な事実を扱うというより、
ある種の主観的な物語の要素を含み、したがって「文学」的な性格があることは、歴史物語論によ
る問題提起以来、強く意識されるようになってきている。そこでは、戦争やホロコーストのような
できごとの表象困難な部分を想像力で補う文学作品の「歴史」的な性格にも注目が集まっている。
特にこの観点で、ポスト真実の時代と言われる今日、文学が果たしうる役割について考える。

 [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]
基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む予定であるが、必要に応じて個々の文学作品も視野
に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第1回　授業テーマの解説
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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学と歴史

 [授業の概要・目的]
「史実」と「フィクション」を二項対立に捉えて区別する見方は古代から存在するが、実際には歴
史と文学は密接に関わってきた。歴史小説のように、歴史から素材を取ってくる文学ジャンルが人
気を誇ってきたというだけではない。歴史記述そのものが、純粋に客観的な事実を扱うというより、
ある種の主観的な物語の要素を含み、したがって「文学」的な性格があることは、歴史物語論によ
る問題提起以来、強く意識されるようになってきている。そこでは、戦争やホロコーストのような
できごとの表象困難な部分を想像力で補う文学作品の「歴史」的な性格にも注目が集まっている。
特にこの観点で、ポスト真実の時代と言われる今日、文学が果たしうる役割について考える。

 [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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目
ベンヤミン『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』における批評概念について。

 [授業の概要・目的]
　この演習では、ベンヤミンの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』第二部の後半を新
しいドイツ語版全集の原文で精読することで、ベンヤミンの批評概念について理解するとともに、
受講者が高度なドイツ語の読解能力を身に付けることを目指す。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付けることも目指
す。

 [到達目標]
　受講生は、この演習をつうじて、ベンヤミンの批評概念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
ベンヤミンの思想全体のなかでの『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』の位置について、
またそのなかでの批評概念について、概略的な解説をくわえる。
第2回から第14回　ドイツ語テキストの精読と受講者の発表
『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』第二部の後半をドイツ語の原文で精読するととも
に、受講生による発表の時間を組み込む。
第15回　まとめ
ベンヤミンの批評概念について、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]
平常点（70点）、発表（20点）、討論参加（10点）を基本にして、総合的に判定する。

 [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

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)

 [授業外学修（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、ベンヤミンの批評概念を軸に、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。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  The Sidney Psalter研究

 [授業の概要・目的]
Sir Philip Sidney、Mary Sidney (Mary Herbert, Countess of Pembroke)の兄妹は共にエリザベス朝を代表
する詩人であるが、旧約聖書の詩篇を英語の韻文に訳している。本講義では、英文学作品としての
Sidney兄妹訳詩篇数篇の講読とこれらに関する小論文執筆を通じて、その特徴をイングランド宗教
改革、エリザベス朝文学という歴史的文脈の中で理解することを目指す。

 [到達目標]
・初期近代の詩の読み方を身につける。  
・授業で扱う詩に描かれた当時の社会と英文学の関係を理解する。
・英詩に関して論文のテーマを見つけ、小論文を作成できる。

 [授業計画と内容]
授業では各受講者に予め割り振った作品について以下の2種類の作業を繰り返す。
a)精読
b)英訳（等）の聖書や、他の英詩（等）との比較検討を通じて、各々をイングランド宗教改革、ま
た、エリザベス朝文学の中に位置付けるレポートの口頭発表と討論

受講者は担当作品について上記2種類を担当すると共に、それに基づく小論文を提出することが求
められる。

第1回　イントロダクション　
以後の進め方を説明し、担当する作品を決定するので受講希望者は「必ず」出席すること
第2回　詩篇 1 & 3　講読
第3回  詩篇 23 & 43　講読
第4回　詩篇 1 & 3　口頭レポートと討論
第5回  詩篇 23 & 43  口頭レポートと討論
第6回　詩篇 45　講読
第7回　詩篇 45  口頭レポートと討論
第8回　詩篇 103  講読
第9回　詩篇 103　口頭レポートと討論
第10回 詩篇 120 - 123　講読
第11回 詩篇 120 - 123　口頭レポートと討論
第12回 詩篇 126 & 137　講読
第13回 詩篇 126 & 137　口頭レポートと討論
第14回 全体のまとめ
第15回 フィードバック

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]
口頭発表40％、その他授業への貢献10％、小論文（詳細については第1回に指示をする）50％

 [教科書]
Sir Philip and Mary Sidney 『The Sidney Psalter』（Oxford UP, 2009）ISBN:9780199217939

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
扱う詩については、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要点を整理し、レポート、小論文作成の準備を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 南谷　奉良

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イギリスの伝記文学

 [授業の概要・目的]
イギリス人は伝記好きな国民と言われる。確かに書店に行くと、さまざまな人物に関する伝記が多
く置いてある。一方で、こうした伝統のなかに身を浸していた反動なのか、あるいは「伝えられる
事実」というものに警戒心があったのか、みずからの伝記を書くことを禁じた作家に、George 
Orwell（1903-1950）がいる。本講義においては、そのような禁止にもかかわらず、数多くの伝記が
書かれた著者が1930年代に残したルポルタージュ作品や体験報告のエッセイを読解した後で、歴代
の伝記作家たちの伝記を検証する。そして、それぞれの伝記作家がどのように作品に描かれた記述
を「事実」／「虚構」として用い、オーウェル個人の生を描こうとしたかを通時的に検証し、その
変遷を批判的に読解する。

 [到達目標]
伝記文学に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。また、伝
記文学を批評的に読解するとは具体的に何をすることなのか、考える力を養う。 

 [授業計画と内容]
Class 1 Introduction: イギリスと伝記文学について
Class 2 George Orwell（1903-1950）に関する伝記の系譜
Class 3 The Hanging（1931）; Shooting an Elephant（1933）
Class 4  Down and Out in Paris and London（1933）
Class 5  Down and Out in Paris and London（1933）
Class 6  Road to Piers（1937）
Class 7  Road to Piers（1937）
Class 8  Marrakech（1939）
Class 9 Christopher Hollis, A Study of George Orwell: The Man and His Works（1956）
Class 10 Stansky and Abraham, The Unknown Orwell（1972）
Class 11 Bernard Crick, George Orwell: A Life（1980）
Class 12 Michael Shelden, Orwell: The Authorized Biography（1972）
Class 13 Jeffrey Meyers, Orwell: Wintry Conscience of a Generation （2000）
Class 14  D. J. Taylor, Orwell: The Life（2003）;Gordon Bowker, George Orwell（2003）
Class 15 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

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]
到達目標の達成度に基づき、平常点・授業への参加状況（50％）と学期末レポート（50％）によっ
て評価する。

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習として、Oxford English Dictionary及び授業中に指定する注釈書・論文等を参照しながら、原文
の一字一句も疎かにせず、どの一語にも未だ知られざる事実と解釈が眠っていると想定して、その
意味とテクストにおける役割を考察すること。復習としては、当該授業回で扱った範囲を読み返す
ことに加え、特に関心のもった語句や事象を発展的に理解するための関連文献調査を行い、自身の
自由な関心を育てること。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは火曜13：00～14：30。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系176

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月4

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]
異文化を理解するための根幹的な作業の一つが異なる文化を媒介する言語の翻訳である。本授業で
は、翻訳を通して英語圏の文化、社会、歴史に関する一般的な知識を習得すること、そして翻訳の
実践とその際に生じる諸問題の考察を通じて、文化の多様性への関心と敬意を培い、文化間の交流
・架橋の試みに伴う困難や意義を具体的に身をもって学ぶ。

 [到達目標]
・世界の文化の多様性や、異文化間コミュニケーションの現状と課題を理解する。
・多様な文化的背景を持った人々との交流を通じて、文化の多様性および異文化交流の意義につい
て体験的に理解する。
・英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解する。

 [授業計画と内容]
授業計画（各回のテーマ）
第１回：イントロダクション～異文化理解と翻訳
第２回：翻訳を通じた異文化との出会い～その基礎と心得、現状と課題
第３回：コミュニケーションとしての翻訳（１）：異文化間架橋に伴う困難の諸側面を概観する
第４回：コミュニケーションとしての翻訳（２）：英語と日本語の差異および背景となる英語圏文
化と日本文化の差異のイメージをつかむ
第５回：英語的思考と日本語的思考（１）：翻訳技術の必要性の背後にある英語圏と日本の言語文
化的差異を理解する
第６回：英語的思考と日本語的思考（２）：英語と日本語の言語構造に反映された英語圏と日本の
文化的差異を理解する
第７回：異文化テクストの同化の仕方（１）：英語と日本語の言語文化間の差異を踏まえた適切な
距離の縮め方を探る
第８回：異文化テクストの同化の仕方（２）：日本語と英語における代名詞の位置づけの違いとそ
の言語文化的意味合いを考察する
第９回：異文化テクストの異質性の活かし方（１）：訳語の統一等によって英語と日本語との根本
的なずれ（ひいては異文化間の世界観のずれ）をあえて可視化し、そうした違和を異文化の異質性
としてテクストに残すことの意義を考える
第１０回：異文化テクストの異質性の活かし方（２）：ルビ等の活用法から英語文化を日本語に同
化させつつもその異質性を維持尊重するための折衷的手段を検討する
第１１回：言語と文化の差異を超えて（１）：言葉の意味に加えて音やリズムも翻訳に生かすとい
う難題に取り組んでみることで、言語文化的越境の新たな可能性を探る
第１２回：言語と文化の差異を超えて（２）：英語の言葉遊びを日本語に置き換える方法を模索す
ることを通じて、言語とユーモアの関係の文化間差異を検討し、その架橋の可能性を探る
第１３回：翻訳の限界と可能性（１）：感覚的表現、詩的表現等、文化的差異の深層に根差した難
解な表現を安易な解釈を避けつつ日本語化してみることで、異文化との邂逅から生じる創造的可能
性を探る

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)

第１４回：翻訳の限界と可能性（２）：ここまでの実践を踏まえて翻訳を通じた異文化間コミュニ
ケーションの限界と可能性について考察する
第１５回：まとめとディスカッション：翻訳にまつわる諸問題について、留学生や外国人教員を交
えて受講者全員でディスカッションを行う

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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、学期を通じた授業への
貢献度を評価する。期末課題については、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回、こちらで指定した英文テクスト（短めのもの）を数名の担当者が翻訳した原稿を全員で検討
するという形で授業を進めるので、翻訳担当の受講者には、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メール等で提出してもらう。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ができるよう準備し
ておくこと。

＊　本年度の授業で取り上げるテクストは、大半が一昨年度（2020年度）後期に扱ったものと同じ
になりますのでご注意ください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代アメリカ文学における自然とヒト――Native Americanの文学を中心に

 [授業の概要・目的]
本授業は、主に現代アメリカ文学、とりわけNative Americanの作家による作品を中心に、ヒトと自
然の共生について考察する。また、Native Americanの口承文学、異人種間の交流の歴史を学び、そ
こから他者との相互交流の可能性について考察する。異文化体験について英語で討論することによ
って、多様な文化のあり方を実践的に理解する。

 [到達目標]
・世界の文化の多様性や、異文化間コミュニケーションの現状と課題を理解する
・多様な文化的背景を持った人々との交流を通じて、文化の多様性および異文化交流の意義につい
て体験的に理解する
・英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解する

 [授業計画と内容]
注意：テキストはあくまでも暫定的なものである。必ず初回授業にて配布するシラバスを参照する
こと

第１回：【序論】Native Americanの文学史
第２回：Leslie Marmon Silko, “Yellow Woman”おける伝承とジェンダー
第３回：Leslie Marmon Silko, “Uncle Tony's Goat"における動物とヒト
第４回：Leslie Marmon Silko, “The Man to Send Rain Clouds”における祈りと天候
第５回：Thomas King, “Borders"における国境
第６回：Gloria Anzaldùa, Borderlands/La Fronteraにおける国境とセクシャリティ1
第７回：Gloria Anzaldùa, Borderlands/La Fronteraにおける国境とセクシャリティ2
第８回： 【異文化体験についてのプレゼンテーション】前半のまとめとして、これまで授業で学ん
できた知見を活かして、自らの異文化体験を英語で述べる
第９回： 映画『すべての美しい馬』におけるカウボーイの再定義
第１０回：Willa Cather, The Professor's HouseにおけるNative Americanと白人男性1
第１１回：Willa Cather, The Professor's HouseにおけるNative Americanと白人男性2
第１２回：Willa Cather, The Professor's HouseにおけるNative Americanと白人男性3
第１３回：Willa Cather, The Professor's HouseにおけるNative Americanと白人男性4
第１４回：Willa Cather, The Professor's HouseにおけるNative Americanと白人男性5
第１５回：【総論】人種・民族・種族等、様々な社会文化的側面において多様な在り方がせめぎ合
う場としての現代アメリカ文学を包括的に理解する

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]
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PandAにアップロードする。発表は担当するテキストに関するもの
で、25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テキストに関するものとする。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
基本的にテキストはウェブにアップロードする
すでにネット上で読むことができるものは、その旨指示をする

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に扱う作品を読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水5

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、主観性など言語の意味拡
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]
授業では受講生の興味関心や履修状況に応じて、以下の認知言語学（特に認知意味論）の主要テー
マをいくつか取り上げ、文献を講読する。それぞれ2週前後、授業を行う予定である。 

第1回：イントロダクション
第2回：認知言語学の理論的概要
第3回：言語学と心理学の関わり (1)：図と地の分化（導入） 
第4回：言語学と心理学の関わり (1)：図と地の分化（考察） 
第5回：言語学と心理学の関わり（2)：視線と主観性（導入）
第6回：言語学と心理学の関わり（2)：視線と主観性（考察）
第7回：カテゴリー化と言語 (1)：プロトタイプ・カテゴリー （導入）
第8回：カテゴリー化と言語 (1)：プロトタイプ・カテゴリー （考察）
第9回：カテゴリー化と言語 (2)：抽象化とスキーマ（導入）
第10回：カテゴリー化と言語 (2)：抽象化とスキーマ （考察）
第11回：イメージ・スキーマと言語の意味（導入）
第12回：イメージ・スキーマと言語の意味（考察）
第13回：意味の拡張：メタファーとメトニミー 
第14回：文法構文と意味
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]
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。

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

立命館大学大学院言語教育情報研究科
教授　　　　　　　　　　　　　　　 滝沢　直宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語語法文法研究

 [授業の概要・目的]
　英語の語法文法の研究をする際には、まずもって英語の一次資料を分析的な目で常に読み、聞き、
見る癖をつけることが大切である。受講生には、語彙・語法・文法・表現・言語理論の観点はもと
より文化的視点、文体的・修辞的視点など幅広い観点から英語を観察し、興味深い例を発見するこ
とを求める。その上で、受講生各自が一週間の間に発見した例のうち、特に興味深いと思われる数
例をMailing Listで紹介し合い、それを全員で検討しながら、英語の語法文法に関する理解を深める。
 
　収集した各例には、その例を特徴づける分類タグをできるだけ多く付与することが求められる。
付与した分類タグの分だけ、一つの例を多角的に見たことになる。分類タグには、関連する言語学
上の専門用語を正確に用いることも重要になってくるので、言語学関係の用語辞典を頻繁に参照す
ることも必要となる。同時に、Quirk et al. (1985)、Huddleston & Pullum (2002)、Biber et al. (1999)な
ど、既存の文法書を随時参照することも重視される。 

 [到達目標]
日常的に触れている何気ない英文を分析的・複眼的に見る目が培われると同時に、言語学的な概念
が習得される。

 [授業計画と内容]
第1回　語法文法研究とは
第2回　英文のデータベース構築
第3回-第14回　興味深い英文の紹介と英語学的・言語学的検討
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
日頃の課題提出を含む平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Quirk et al. 『A Comprehensive Grammar of the English Language』（Longman, 1985）（20世紀最大の

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)

英文法書）
Huddleston and Pullum 『The Cambridge Grammar of the English Language』（Cambridge University 
Press, 2002）
Biber et al. 『A Longman Grammar of Spoken and Written English』（Pearson Education, 1999）
他にも参照すべき語法書、文法書は多い。適宜、授業で紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
多くの英文を日常的に読み、英語語法文法の観点、言語学的観点から例文を収集し、全員が加入す
るMailing Listに投稿することを求める。不断の努力を怠らないこと。

（その他（オフィスアワー等））
用事・質問がある場合には、メールでご連絡ください。必要に応じて、Zoomで面談します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

立命館大学大学院言語教育情報研究科
教授　　　　　　　　　　　　　　　 滝沢　直宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語語法文法研究

 [授業の概要・目的]
　英語の語法文法の研究をする際には、まずもって英語の一次資料を分析的な目で常に読み、聞き、
見る癖をつけることが大切である。受講生には、語彙・語法・文法・表現・言語理論の観点はもと
より文化的視点、文体的・修辞的視点など幅広い観点から英語を観察し、興味深い例を発見するこ
とを求める。その上で、受講生各自が一週間の間に発見した例のうち、特に興味深いと思われる数
例をMailing Listで紹介し合い、それを全員で検討しながら、英語の語法文法に関する理解を深める。
 
　収集した各例には、その例を特徴づける分類タグをできるだけ多く付与することが求められる。
付与した分類タグの分だけ、一つの例を多角的に見たことになる。分類タグには、関連する言語学
上の専門用語を正確に用いることも重要になってくるので、言語学関係の用語辞典を頻繁に参照す
ることも必要となる。同時に、Quirk et al. (1985)、Huddleston & Pullum (2002)、Biber et al. (1999)な
ど、既存の文法書を随時参照することも重視される。 

 [到達目標]
日常的に触れている何気ない英文を分析的・複眼的に見る目が培われると同時に、言語学的な概念
が習得される。

 [授業計画と内容]
第1回　語法文法研究とは
第2回　英文のデータベース構築
第3回-第14回　興味深い英文の紹介と英語学的・言語学的検討
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
日頃の課題提出を含む平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Quirk et al. 『A Comprehensive Grammar of the English Language』（Longman, 1985）（20世紀最大の

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)

英文法書）
Huddleston and Pullum 『The Cambridge Grammar of the English Language』（Cambridge University 
Press, 2002）
Biber et al. 『A Longman Grammar of Spoken and Written English』（Pearson Education, 1999）
他にも参照すべき語法書、文法書は多い。適宜、授業で紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
多くの英文を日常的に読み、英語語法文法の観点、言語学的観点から例文を収集し、全員が加入す
るMailing Listに投稿することを求める。不断の努力を怠らないこと。

（その他（オフィスアワー等））
用事・質問がある場合には、メールでご連絡ください。必要に応じて、Zoomで面談します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　文学部　教授 出口　菜摘

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  エイドリアン・リッチの中期詩集を読む

 [授業の概要・目的]
　アメリカの詩人エイドリアン・リッチ（1929-2012）はハーヴァード大学ラドクリフ・カレッジ
在学中の1951年、詩集A Change of Worldでデビューした。初期作品のスタイルは内容面においても
形式面においても抑制的な傾向がみられるが、第3詩集The Snapshots of a Daughter-in-Law (1963）か
ら、自身の体験を反映したものへと変化をみせる。リッチは60年代から公民権運動や反戦運動、フ
ェミニズム運動に積極的に関わり、アカデミズムの外からメッセージを発し続けた詩人であり、文
学史においては力強い声を持つ詩人と位置づけられている。本授業では、リッチの思想と詩作がも
っとも有機的につながり、かつスタイルが劇的に変化した中期の３作品The Will to Change（1971）
とDiving into the Wreck(1973)、The Dream of a Common Language(1978)から代表的な詩作品を選び、
読解と翻訳を行う。

 [到達目標]
　リッチは文学の枠を超え、フェミニズムの批評家・運動家としても重要な人物である。リッチが
提示した「強制的異性愛」や「レズビアン連続体」といった概念、 一人称複数“We”をめぐる連
帯の限界と可能性をめぐる批判は、今日的問題に接続されるだろう。本授業では、リッチの作品を
読むことで、読解力だけではなく、第２波フェミニズム運動の基本的事項を習得する。
　リッチの作品は彼女の思想的な枠組み（もしくは女性というジェンダーやリッチのセクシュアリ
ティ）から論じられる傾向がある。リッチの作品の「詩的さ」というべきものが、このような批評
の言説といかに連動し、テキストの意味を産出してきたか考えることで、作品と批評の相互関係に
ついての視座を獲得する。

 [授業計画と内容]
1.Planetarium
2.Planetarium
3.The Photograph of the Unmade Bed
4.The Photograph of the Unmade Bed
5.A Valediction Forbidding Mourning
6.A Valediction Forbidding Mourning
7.Trying to Talk with a Man
8.Trying to Talk with a Man
9.After Twenty years
10.After Twenty years
11.Power
12.Power
13.The Lioness
14.The Lioness
15.Review

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]
平常点50％(コメントやディスカッション等)と期末レポート50％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。

 [教科書]
使用しない
初回授業でプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
作品を精読したうえで、テーマに関して問題意識を明確にして授業に臨むこと。また、関連する先
行研究や関連資料にも目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先は以下の通り。n_deguchi@kpu.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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　准教授 後藤　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  19世紀アメリカ小説研究――Herman Melvilleの"Bartleby"を読む

 [授業の概要・目的]
Herman Melville（1819-91）の短篇小説“Bartleby, The Scrivener: A Story of Wall-street”（1853）およ
び本作を扱った先行研究・批評を読む。毎回の授業では、作品にまつわる歴史的・政治社会的事象
（作者の伝記や19世紀アメリカン・ルネサンスをめぐる文学史・文化史など）に関する講義もまじ
えながら、基本的には受講者による発表とディスカッションを中心に、課題範囲を演習形式で考察
する。授業の前半では“Bartleby”のテクストおよびコンテクストを吟味し、後半では20世紀以降
に書かれた“Bartleby”論（英文）を粋形式で精読する。19世紀アメリカの先住民問題との関連で
Melvilleを読み解いたLucy MaddoxのRemovals: Nineteenth-Century American Literature and the Politics 
of Indian Affairs（1991）のほか、Gilles Deleuzeの“Bartleby; or, The Formula”（1989）やGiorgio 
Agambenの“Bartleby, or On Contingency”（1993）といった現代思想における“Bartleby”への応答
例、あるいはJenny OdellのHow to Do Nothing（2019）のような本作に注目したごく最近のメディア
論を取り上げる予定。

 [到達目標]
比較的難易度の高いテクストの解釈に取り組むことにより、文章の一語一句に込められた微妙なニ
ュアンスが読み取れるような英文解釈のセンスに磨きをかける。同時に、批評理論・文化理論や関
連する欧米の文化事象についての知識と理解を深めるなかで、作品のテクスト／コンテクストを読
み解く批評眼を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回　“Bartleby” (1)
第3回　“Bartleby” (2)
第4回　“Bartleby” (3)
第5回　“Bartleby” (4)
第6回　“Bartleby” (5)
第7回　“Bartleby” (6)
第8回　Maddox, “Writing and Silence: Melville”（1）
第9回　Maddox, “Writing and Silence: Melville”（2）
第10回　Deleuze, “Bartleby; or, The Formula” (1)
第11回　Deleuze, “Bartleby; or, The Formula” (2)
第12回　Agamben, “Bartleby, or On Contingency” (1)
第13回　Agamben, “Bartleby, or On Contingency” (2)
第14回　Odell, How to Do Nothing
第15回　授業のまとめ・フィードバック

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]
期末レポート50%と発表課題30%、平常点20%（毎回の授業中の発言やディスカッションへの貢献、
授業後のコメント提出）を総合的に判断する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Peter Barry 『Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory』（Manchester UP, 2017）
三原芳秋・渡邊英理・鵜戸聡編 『クリティカル・ワード 文学理論――読み方を学び文学と出会い
なおす』（フィルムアート社、2020）

 [授業外学修（予習・復習）等]
辞書・辞典類、アメリカ言語文化および批評理論・文化理論、現代思想に関する文献資料あるいは
インターネット資料を積極的に参照し、毎回の範囲を丁寧に予習した上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

佛教大学　　　　　　　
文学部英米学科 准教授 メドロック　麻弥

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov短編研究 

 [授業の概要・目的]
Vladimir Nabokov (1899-1977)の短編を精読する。一つ一つのことばと詳細を丁寧に拾い上げながら
読むことによって、凝縮された短編の世界を隅々まで探索する。Nabokovの短編の中から、とりわ
け音楽にまつわる作品を選び出し、精読することによって、「音楽嫌い」を公言したNabokovの、
音楽に対する反応について考察する。

 [到達目標]
●比較的難解な散文を読み解く想像力と論理的思考力を習得する
●Nabokovの世界観を説明することができる 
●文学作品の緻密な読み方を習得する

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回　"Music"輪読 
第3回　"Music"輪読
第4回　"Sounds"輪読
第5回　"Sounds"輪読
第6回　"Sounds"輪読
第7回　"Sounds"輪読
第8回　"Bachman"輪読
第9回　"Bachman"輪読
第10回　"Bachman"輪読
第11回　"The Assistant Producer"輪読
第12回　"The Assistant Producer"輪読
第13回　"The Assistant Producer"輪読
第14回　"The Assistant Producer"
第15回　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]
平常点70点＋学期末レポート30点として評価する。
平常点としては、予習の状況、授業への貢献を評価する。
レポートでは、作品の基本的な理解度や、精読を通して得られた問題点について論理的に分析して
いるか、といった点を評価する。

 [教科書]
使用しない
取り上げる作品のテキストをpdfにして、授業までにアップロードします。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
一回の授業で３、４ページぶんの輪読をします。自分なりの日本語訳ができるように、毎回予習し
て授業にのぞんでください。日本語訳だけでなく、問題点、気になる点などもまとめてきてくださ
い。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはありません。質問、連絡等は電子メールで受け付けます。
maya-m@bukkyo-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 立命館大学　文学部　教授 吉田　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  翻訳アンソロジーを編む

 [授業の概要・目的]
　この講義では、受講生が自ら選んだ未邦訳の英語短編小説を一人一作品日本語に翻訳し、クラス
でアンソロジーを編纂します。最終的にはその過程をポートフォリオにまとめ、作業を自ら振返り
評価します。
　受講生は自分が選んだ短編を紹介し、翻訳にあたっての問題点について発表を行います。また、
自分が選んだ作品とは別に、文学作品からの短い抜粋を翻訳する課題を毎週提出してもらいます。
授業は受講生の発表と個々の作品の翻訳過程についてのグループワークショップ、そして毎週の課
題の解題で進行します。 

 [到達目標]
(1) 英語短編小説を原文で読みその内容を的確に理解できる。
(2) 文法・語彙・文化背景について参考文献で調べることができる。
(3) 原文の味わいを反映した適切な日本語への翻訳過程を吟味できる。 

 [授業計画と内容]
第1回　短編小説の探し方（１）・ポートフォリオについて
第2回　短編小説の探し方（２）・翻訳演習課題（１）
第3回　翻訳作業のための工具書類（１）・翻訳演習課題（２）
第4回　翻訳作業のための工具書類（２）・翻訳演習課題（３）
第5~13回　学生発表（１~９）・翻訳演習課題（４~１２）
第14回　ポートフォリオ提出
第15回　ポートフォリオへのフィードバック・自己評価とふりかえり

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
到達目標の（１）～（３）の達成度について、以下の割合で評価する。

課題と授業参加30％
発表20%
ポートフォリオ50%

発表とポートフォリオについては授業で説明する。
創意工夫のあるポートフォリオはとりわけ高く評価したい

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
未邦訳の短編を探すに当たって、短編アンソロジーや文芸誌、雑誌などを各自入手してもらいます

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
初回授業で説明します

（その他（オフィスアワー等））
授業前後の相談、メールでの問い合わせを受けつけます

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

京都ノートルダム女子大学
国際言語文化学部 講師　 木島　菜菜子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ジョージ・エリオットを読む

 [授業の概要・目的]
ジョージ・エリオットの小説は、英文学作品の中でも常に高い評価を受けてきた。本授業では、エ
リオットの代表作Adam BedeやMiddlemarch、さらに評論を取り上げながら、作家エリオットの想像
力の働きと彼女が考えた文学の役割について多角的に考察する。

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら原書を楽しんで読むことができる。
小説読解のための基礎的な英語力、小説の技法の基礎知識を身につけている。
先行研究に言及しながら文学作品の読みどころを論じることができる。

 [授業計画と内容]
第1回 	イントロダクション
授業の進め方の説明
George Eliotについて
第2回 	Adam Bedeを読む（1)
第3回 	Adam Bedeを読む（2)
第4回 	Adam Bedeを読む（3)
第5回 	Adam Bedeを読む（4)
第6回 　George Eliotと美術
第7回 	Middlemarchを読む（1)
第8回 	Middlemarchを読む（2)
第9回 	Middlemarchを読む（3)
第10回 	Middlemarchを読む（4)
第11回 	George Eliotと田舎の表象
第12回 	"The Natural History of German Life"を読む
第13回 	"How I Came to Write Fiction"を読む
第14回 	先行研究の検証
第15回　フィードバック

 [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。

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]
平常点（各回のコメントペーパー）：40％
期末レポート：60％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎週、次の授業で使用する資料を配布します。目を通して授業に出席してください。また、毎週コ
メントペーパーを提出してもらいます。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

京都ノートルダム女子大学
国際言語文化学部 講師　 木島　菜菜子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トマス・ハーディ『ダーバヴィル家のテス』を読む

 [授業の概要・目的]
ハーディの小説は、英文学作品の中でも常に高く評価されてきた。中でも代表作の一つ『ダーバヴ
ィル家のテス』は、翻訳や映画で、日本でもよく知られた作品である。本授業では、作品執筆の背
景や時代背景、これまでの先行研究で挙げられてきた作品の論点などを考慮にいれながらテクスト
を丁寧に読み解き、作品の読みどころと作家ハーディの想像力について考えることを目的とする。 

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら、原書を楽しんで読むことができる。
小説読解のための基礎的な英語力、小説の技法の基礎知識を身につけている。
先行研究に言及しながら文学作品の読みどころを論じることができる。

 [授業計画と内容]
第1回 	イントロダクション
授業の進め方の説明
Thomas Hardyについて
第2回 	Phase the First, 1~5
第3回 	Phase the First, 6~11
第4回 	Phase the Second, 12~15
第5回 	Phase the Third, 16~19
第6回 	Phase the Third, 20~24
第7回 	Phase the Fourth, 25~29
第8回 	Phase the Fourth, 30~34
第9回 	Phase the Fifth, 35~40
第10回 	Phase the Fifth, 41~44
第11回 	Phase the Sixth, 45~49
第12回 	Phase the Sixth, 50~52
第13回 	Phase the Seventh, 53~59
第14回 	先行研究の検証
第15回　フィードバック

 [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。

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]
平常点（各回のコメントペーパー）：40％
期末レポート：60％

 [教科書]
Thomas Hardy 『Tess of the D'Urbervilles』（Norton, 1991）ISBN:978-0-393-95903-1（Edited by Scott 
Elledge）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 特任講師 HOFMEYR，Michael Frederick

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Academic Writing 1: Language and Society

 [授業の概要・目的]
This course will introduce students to the core concepts and key debates within the discipline of 
sociolinguistics, which is concerned with the multitudinous ways in which language and society may 
influence one another. As this is a content-focussed course taught through the medium of English, students 
will be expected to read a substantial amount of authentic academic materials in English, to summarise in 
their own words what they have read, and to engage in in-depth classroom discussion of the content. This will 
help to hone their academic writing abilities and also to improve their general English language proficiency.

 [到達目標]
This course will introduce students to the field of sociolinguistics by means of a series of class discussions 
touching on key questions and issues in the field, for example the matters of regional and social dialects and 
how social status can be reflected and reinforced through language. In terms of English language skills, the 
primary focus will be on the development of academic reading and writing skills. Students will also be able to 
expand their vocabulary range in order to discuss a variety of topics related to linguistics and gain a better 
understanding of the complex interrelationship between languages and the societies in which they are used.

 [授業計画と内容]
Students will be given weekly reading assignments to prepare before each class. They will also receive sets of 
text review questions for homework which serve the threefold purpose of directing them to the most 
important information for note-taking during reading, providing support during group discussion seminars 
and facilitating revision for quizzes and for the final test. Classroom sessions will take the form of small-
group discussion seminars and short interactive lectures to clarify and explain relevant concepts. Evaluation 
will consist of a quiz and a test to evaluate students’ ability to express in writing their understanding of and 
opinions regarding the course content. Students will also write a research essay on a topic related to the work 
discussed in class and present their findings to the whole class at the end of the semester.

Week 1 - Introduction to the course, diagnostic writing exercise
Week 2 - Class discussion of Fromkin et al. (dialects and accents)
Week 3 - Class discussion of Fromkin et al. (lexical and syntactic variation)
Week 4 - Class discussion of Fromkin et al. (standardisation of dialects)
Week 5 - Quiz, class discussion of Fromkin et al. (social dialects)
Week 6 - Class discussion of Fromkin et al. (gendered language)
Week 7 - Class discussion of Fromkin et al. (pidgins and creoles)
Week 8 - Test
Week 9 - Class discussion of Fromkin et al. (individual and social bilingualism)
Week 10 - Class discussion of Fromkin et al. (dialects and accents)
Week 11 - Class discussion of Fromkin et al. (accommodating dialectal differences)
Week 12 - Class discussion of sociolinguistic issues in Japan (dialectal diversity)
Week 13 - Final essay due, Class discussion of sociolinguistic issues in Japan (languages)

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)

Week 14 - Class presentations on essay research
Week 15 - Class presentations on essay research

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Homework: 	10%
Quiz: 		10%
Test: 		30%
Essay: 		40%
Presentation: 	10%

 [教科書]
The instructor will provide all the necessary materials for this course, so there is no need for students to buy a 
textbook. However, students are expected to bring a notebook to every class as well as a file or binder for 
storing handouts.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
Weekly reading preparation for class discussion. Revision for quiz and test. Research essay and final 
presentation will also be prepared outside of class.

（その他（オフィスアワー等））
If students have any questions or concerns about the course, they are welcome to contact the instructor 
directly via email at mfhofmeyr@gmail.com.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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 特任講師 HOFMEYR，Michael Frederick

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Academic Writing 2: English in a Global Context

 [授業の概要・目的]
This course will introduce students to the notion of English as a global language and also to the academic 
debates surrounding the dominant role that the language has come to assume across a wide range of 
international arenas. Topics of discussion will include what it means to be a global language, the history of 
the spread and diversification of the English language across the world and the future prospects of English as 
a global language. Throughout the course, students will be encouraged to develop and share their own 
opinions about the role of English both in Japan and in the wider world today. As this is a content-focussed 
course taught through the medium of English, students will be expected to read a substantial amount of 
authentic academic materials in English, to summarise in their own words what they have read, and to engage 
in in-depth classroom discussion of the content. This will help to hone their academic writing abilities and 
also to improve their general English language proficiency.

 [到達目標]
This course will increase students’ knowledge and understanding of the various roles that the English 
language plays in the world today and of the social, cultural, and historical contexts that have shaped its 
development over past centuries. Group discussions and presentations will develop students’ oral 
communication skills and turn them into more confident English speakers, while the substantial amount of 
reading required for each class will help to improve reading speed and to expand academic and practical 
vocabulary. Academic research and writing skills in particular will be further developed through an essay 
assignment.

 [授業計画と内容]
Students will be given weekly reading assignments from the prescribed text to prepare before each class. 
They will also receive sets of text review questions for homework which serve the threefold purpose of 
directing them to the most important information for note-taking during reading, providing support during 
group discussion seminars and facilitating revision for the class quiz and the final test. Classroom sessions 
will take the form of small-group discussion seminars and short interactive lectures to clarify and explain 
relevant concepts. Evaluation will consist of a class quiz and a test to evaluate students’ ability to express in 
writing their understanding of and opinions regarding the course content. Students will also write a research 
essay on a topic related to the work discussed in class and present their findings to the whole class at the end 
of the semester.

Week 1 - Introduction to the course, diagnostic writing exercise
Week 2 - Class discussion of Crystal chapter 1 (What is a global language?)
Week 3 - Class discussion of Crystal chapter 1 (advantages and disadvantages of a global language)
Week 4 - Class discussion of Crystal chapter 2 (Kachru’s three circles)
Week 5 - Quiz, class discussion of Crystal chapter 3 (English and the British Empire)
Week 6 - Class discussion of Crystal chapter 4 (English and the globalisation of culture)
Week 7 - Class discussion of Crystal chapter 4 (English in the media)

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)

Week 8 - Test
Week 9 - Class discussion of Crystal chapter 5 (English in the United States)
Week 10 - Class discussion of Crystal chapter 5 (Global “Englishes”)
Week 11 - Class discussion of Crystal chapter 5 (the future of English)
Week 12 - Class discussion on English in Japan (foreign language education in the school system)
Week 13 - Final essay due, Class discussion on English in Japan (the role of English in Japan)
Week 14 - Class presentations on essay research
Week 15 - Class presentations on essay research

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Homework: 	10%
Quiz: 		10%
Test: 		30%
Essay: 		40%
Presentation: 	10%

 [教科書]
Crystal, David 『English as a Global Language』（Cambridge University Press）ISBN:1107611806（2nd 
edition）
Note: Students should ensure that they have the full English edition of the text. There also exists an abridged 
Japanese-English bilingual edition. However, this bilingual edition does NOT contain all the necessary 
content for this course. In addition to purchasing the prescribed text, students are expected to bring a 
notebook to every class as well as a file or binder for storing handouts.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
Weekly reading preparation for class discussion. Revision for quiz and test. Research essay and final 
presentation will also be prepared outside of class.

（その他（オフィスアワー等））
If students have any questions or concerns about the course, they are welcome to contact the instructor 
directly via email at mfhofmeyr@gmail.com.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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　准教授 西谷　茉莉子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  W.B.イェイツ初期の詩を読む: アイルランド文芸復興を背景に

 [授業の概要・目的]
　アイルランド文芸復興とは、19世紀後半から20世紀前半にかけて起こった、グレート・ブリテン
からの精神面での独立を試みた文学・文化運動である。W.B.イェイツ(1865-1939)はその立役者であ
り、アイルランド国民劇場を創立したことでも知られている。本講義では、文芸復興について学ぶ
とともに、演劇活動を本格化させるに至るまでの初期のイェイツの詩を読み解く。
　授業の前半は、イェイツ初期の詩集Crossways(1889)、 The Rose(1893)、 The Wind among the 
Reeds(1899)所収の詩作品の訳の発表とディスカッションを行う。後半では、作品と関連する社会的
・政治的・文化的事象等を教員が解説する。さらに、英詩を読むために必要な知識の導入や草稿と
の比較などを併せて行うことで、作品への多角的なアプローチを図る。
　

 [到達目標]
1. 作品の精読と翻訳を通じて、詩を読む力を錬成する。
2．作品についての口頭発表やディスカッションを通じて、詩を論じる力を身に付ける。
3. アイルランド文芸復興に関する知識を身に付け、社会的背景と関連させながら作品を考察するこ
とができる。
4. 英詩を読解するために必要な知識を身に付ける。

 [授業計画と内容]
第１回 イントロダクション：アイルランド文芸復興について概要を説明する。授業の進め方や準備
の仕方について周知し、発表の担当を決める。
第２回　W.B.イェイツについて
第３回　詩集Crossways所収作品の精読
第４回　詩集Crossways所収作品の精読
第５回　詩集Crossways所収作品の精読
第６回　詩集The Rose所収作品の精読
第７回　詩集The Rose所収作品の精読
第８回　詩集The Rose所収作品の精読
第９回　詩集The Rose所収作品の精読
第10回　詩集The Wind among the Reeds所収作品の精読
第11回　詩集The Wind among the Reeds所収作品の精読
第12回　詩集The Wind among the Reeds所収作品の精読
第13回　詩集The Wind among the Reeds所収作品の精読
第14回　詩集The Wind among the Reeds所収作品の精読、まとめ
第15回　フィードバック

授業計画は、状況によって変更することがあります。

英語学英米文学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（特殊講義）(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業参加度(20点)、発表（30点）、レポート（50点）で総合的に評価する。

 [教科書]
テクストや注釈等については、授業内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
授業内で紹介する文献は積極的に手にとってください。

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、一篇、あるいは二編の詩を扱う予定です。
担当者は、訳を作成して、前日までに西谷まで提出してください。
担当者以外の履修者も、作品を読んでディスカッションに備えてくること。

（その他（オフィスアワー等））
連絡先等は初回の授業でお伝えします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

広島大学　　　　　　　　
人間社会科学研究科 教授 大地　真介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2022・
  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  William Faulknerの短編小説を読む

 [授業の概要・目的]
アメリカのノーベル賞受賞作家William Faulknerの代表的短編小説“A Rose for Emily”と“Dry 
September”を精読することによってアメリカ文学の特質を学び、なおかつ英語の読解力を高めるこ
とが本授業の目的です。

 [到達目標]
１．アメリカ文学を代表する作家の一人であるFaulknerの作品を熟読することにより、アメリカ文
学の特質を理解する。
２．アメリカ文学の背景となるアメリカの文化（歴史・宗教・風俗習慣等）について学ぶ。
３．ノーベル賞作家Faulknerの磨き抜かれた文章を精読することにより、英語の読解力を高める。
４．自らの解釈を論理的に表現する力を身につける。

 [授業計画と内容]
１日目（第１～３回）：アメリカ文化・アメリカ文学の特質、Faulknerの略歴を説明。“A Rose for 
Emily”を読解。
２日目（第４～７回）：“A Rose for Emily”を読解。読了後、各自、同作品について見解を発表。
３日目（第８～１１回）：“Dry September”を読解。
４日目（第１２～１５回）：“Dry September”を読解。読了後、各自、同作品について見解を発表。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
担当箇所の日本語訳（４０％）、“A Rose for Emily”と“Dry September”についての見解発表（４
０％）、授業での質疑応答（２０％）で総合的に評価する。

 [教科書]
William Faulkner 『A Rose for Emily and Other Stories』（英宝社）ISBN:9784269020252

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
“A Rose for Emily”と“Dry September”を精読していきますが、事前に担当割の表をお送りするの
で、あらかじめ自分の担当箇所を和訳しておいてください。授業中にその場で訳すのではなく、事
前にパソコンで日本語訳を作成してそれを授業中に読み上げてください（配布する必要はありませ
ん）。

（その他（オフィスアワー等））
連絡はメールで行います。私のメールアドレスは、ohchi@hiroshima-u.ac.jp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191

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

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

2022・
  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 Getting at constructions in World Englishes: An applied methods and theory seminar

 [授業の概要・目的]
この授業は、客員教授のMarianne Hundt先生（チューリッヒ大学）が担当の予定です。COVID-19の
感染状況等により来日ができなくなった場合には、内容や使用言語等が変更になる可能性がありま
す。

While the core grammar of standard and standardising World Englishes (WEs) is shared, it is not a 
monolithic entity, but one that shows variability. Moreover, language-internal factors of variation interact 
with factors like text type (news vs. academic writing) or mode (speech vs. writing). From the late 1970s, 
WEs research has worked towards a systematic description of this diverse range of Englishes and their 
variable grammars. From around 1995 onwards, with the advent of computer corpora specifically compiled 
for the purpose of comparing (standard/acrolectal) varieties of English in their spoken and written form and 
across a common set of text categories, research into WEs has increasingly been corpus-based. Recently, 
research into WEs has further drawn on insights from construction grammar (CxG) for the study of 
constructions on a cline from highly idiomatic to more abstract (e.g. Goldberg 1995, 2006; Hoffmann 2021).

The seminar will draw on material from the International Corpus of English (ICE, see Greenbaum 1996). The 
ICE components are standard one-million-word reference corpora of first- and second-language varieties of 
English sampling both spoken and written material. On the basis of a case study #8211 get-constructions 
#8211 students will learn how to proceed from a topic via a specific research question to data extraction, 
annotation and analysis to statistical modelling of the variable grammar(s). Step-by-step, easy-to-follow 
instructions on data retrieval and statistical analysis will be given during the course.

 [到達目標]
The goal of the course is to provide a hands-on approach to practical research with corpus data from a 
standard corpus of WEs. Students will learn how to define the variable context (on the basis of theoretical 
literature), how to operationalise this for the purposes of data retrieval, and how to analyse the data with a 
view to the research question(s) formulated at the beginning of the seminar. They will learn to interpret the 
findings against the theoretical model, i.e. CxG, and reflect on variation found across WEs in the 
constructional network.

 [授業計画と内容]
1. Introduction
2. Background on Construction Grammar
3. Get-constructions in World Englishes
4. From Topic to RQ(s)
5. Defining the linguistic variable(s)
6. Retrieving data on get-constructions from ICE
7. Annotating get-constructions and inter-annotator reliability
8. Descriptive statistics

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)

9. Definition of predictor variables for multi-factorial analysis
10. Annotation of data for predictor variables
11. Background on multifactorial analysis (trees and forests)
12. Hands-on application of RF and tree analyses
13. Model validation and interpretation
14. Models and modelling: integrating theory and quantitative research results
15. Discussion of the results

 [履修要件]
Active participation in discussions, data retrieval and analysis.

 [成績評価の方法・観点]
attendance/class contribution 20%,
data analyses 30%,
report (write-up of findings) 50%

 [教科書]
Course materials (PDFs) will be provided ahead of the seminar.

 [参考書等]
  （参考書）
Adele Goldberg 『Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure』（Chicago 
University Press, 1995）
Adele Goldberg 『Constructions at Work. The Nature of Generalizations in Language』（OUP, 2006）
Sidney Hoffmann (ed.) 『Comparing English Worldwide: The International Corpus of English』（
Clarendon Press, 1996）
Thomas Hoffmann 『The Cognitive Foundation of Post-colonial Englishes: Construction Grammar as the 
Cognitive Theory for the Dynamic Model』（CUP, 2021）
Douglas Biber and Randi Reppen (eds.) 『The Cambridge Handbook of English Corpus Linguistics』（CUP,
 2015）
Daniel Schreier, Marianne Hundt, Edgar Schneider (eds.) 『The Cambridge Handbook of World Englishes』
（CUP, 2020）

 [授業外学修（予習・復習）等]
Data retrieval and analysis.

（その他（オフィスアワー等））
本授業はMarianne Hundt先生（チューリッヒ大学）がご担当になりますが、授業担当者の家入が補
助をいたします。必要な場合は、https://iyeiri.com/contactからご連絡ください。

※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192

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  火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English Historical Semanticsを講読（各章の内容が比較的独立しているの
で、今年度は5章以降を講読）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。 
・参加者の専門分野によっては、古英語・中英語の講読を行うこともある。

 [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]
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]
Christian Kay and Kathryn Allan 『English Historical Semantics』（Edinburgh University Press）ISBN:
0748644776

 [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）
https://iyeiri.com/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学修（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））
必要な場合は、https://iyeiri.com/contactからご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  火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English Historical Semanticsを講読（各章の内容が比較的独立しているの
で、今年度は5章以降を講読）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。 
・参加者の専門分野によっては、古英語・中英語の講読を行うこともある。

 [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]
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]
Christian Kay and Kathryn Allan 『English Historical Semantics』（Edinburgh University Press）ISBN:
0748644776

 [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）
https://iyeiri.com/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学修（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））
必要な場合は、https://iyeiri.com/contactからご連絡ください。

※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194

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Measure for Measure演習1

 [授業の概要・目的]
William Shakespeare, Measure for Measureの精読を通じて、この作家の文体、語彙に関する基本的な
知識を習得し、その内容について考察する。

 [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
スの戯曲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
　
第2-15回　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。
　
　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50行を目途に担当してもらう。

　一学期の授業では読み終わらないと思われるので後期に継続する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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]
William Shakespeare 『Measure for Measure』（Bloomsbury, 2020）ISBN:9781904271437（Arden Third 
Ser. Ed. A.R.Braunmuller and Robert N. Watson）

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

 [授業外学修（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195

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 廣田　篤彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Measure for Measure演習2

 [授業の概要・目的]
前期の演習１に引き続き、William Shakespeare, Measure for Measureの精読を通じて、この作家の文
体、語彙に関する基本的な知識を習得し、その内容について考察する。

 [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
スの戯曲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1-15回　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。

　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50行を目途に担当してもらう。

 [履修要件]
前期の演習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]
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]
William Shakespeare 『Measure for Measure』（Bloomsbury, 2020）ISBN:9781904271437（Arden Third 
Ser. Ed. A.R.Braunmuller and Robert N. Watsion）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
 

（その他（オフィスアワー等））
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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系196

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 非常勤講師 南谷　奉良

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Ulysses 演習1

 [授業の概要・目的]
James JoyceのUlysses（1922）の各挿話の精読を通じて、その作家の語彙や文体、表現技法に習熟し
ながら、テクストの記述を支えている歴史的・文化的背景を考察する。同作は2022年に出版100周
年を迎えることもあり、モダニズム文学の金字塔として今後さらなる注目を集める見込みがある。
ジョイスが長年の生を賭して完成させたその作品の精緻な言葉から、私たち自身の知と言葉を鍛え
ることを目的とする。

 [到達目標]
（1）文学テクストの言葉を文化や歴史と関連づけて理解し、それを自身の知と結びつけて説得的
に説明することができる。 
（2）文学テクストの読解を通じて各自の興味・関心を発展させ、有益で適切な学術的資料・文献
を見つけることができる。 
（3）先行研究と自身の関心をもとに文学テクストの読解を行うなかで、ものの見方を変える視点
をもつことができる。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
作者と作品についての解説と、時代背景の概説、関連文献の紹介を行い、今後の演習の進め方につ
いて説明する。 

第2-15回　テクストの精読 
担当部分を割り振り、受講者の発表を通じてディスカッションを行う。おおよそ２回の授業で一つ
の挿話を読み進め、前期で第1~第6挿話までを読み終わる予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）とレポート（50％）で総合的に評価する。

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]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習として、Oxford English Dictionary及び授業中に指定する注釈書・論文等を参照しながら、原文
の一字一句も疎かにせず、どの一語にも未だ知られざる事実と解釈が眠っていると想定して、その
意味とテクストにおける役割を考察すること。復習としては、当該授業回で扱った範囲を読み返す
ことに加え、特に関心のもった語句や事象を発展的に理解するための関連文献調査を行い、自身の
自由な関心を育てること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは火曜13:00から14:30までとする。研究室を訪れる場合は、あらかじめメールで連
絡をすること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 非常勤講師 南谷　奉良

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Ulysses 演習２

 [授業の概要・目的]
James JoyceのUlysses（1922）の各挿話の精読を通じて、その作家の語彙や文体、表現技法に習熟し
ながら、テクストの記述を支えている歴史的・文化的背景を考察する。同作は2022年に出版100周
年を迎えることもあり、モダニズム文学の金字塔として今後さらなる注目を集める見込みがある。
ジョイスが長年の生を賭して完成させたその作品の精緻な言葉から、私たち自身の知と言葉を鍛え
ることを目的とする。

 [到達目標]
（1）文学テクストの言葉を文化や歴史と関連づけて理解し、それを自身の知と結びつけて説得的
に説明することができる。 
（2）文学テクストの読解を通じて各自の興味・関心を発展させ、有益で適切な学術的資料・文献
を見つけることができる。 
（3）先行研究と自身の関心をもとに文学テクストの読解を行うなかで、ものの見方を変える視点
をもつことができる。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
作者と作品についての解説と、時代背景の概説、関連文献の紹介を行い、今後の演習の進め方につ
いて説明する。 

第2-15回　テクストの精読 
担当部分を割り振り、受講者の発表を通じてディスカッションを行う。おおよそ２回の授業で一つ
の挿話を読み進め、前期で第7~第12挿話までを読み終わる予定。

 [履修要件]
本講義で扱う作品は各挿話を単独で読むことができる側面もあるため、必ずしも前期の授業を履修
している必要はない。

 [成績評価の方法・観点]
到達目標の達成度に基づき、平常点（50％）とレポート（50％）で総合的に評価する。

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]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習として、Oxford English Dictionary及び授業中に指定する注釈書・論文等を参照しながら、原文
の一字一句も疎かにせず、どの一語にも未だ知られざる事実と解釈が眠っていると想定して、その
意味とテクストにおける役割を考察すること。復習としては、当該授業回で扱った範囲を読み返す
ことに加え、特に関心のもった語句や事象を発展的に理解するための関連文献調査を行い、自身の
自由な関心を育てること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは火曜13:00から14:30までとする。研究室を訪れる場合は、あらかじめメールで連
絡をすること。

※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198

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Henry James, What Maisie Knewを読む（１）

 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの代表作の一つWhat Maisie Knew (1897)を精読する。難解な小説の精緻な読解に取り組
むことで、文学研究の地力を養う。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部をおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に輪読形式でテクストを丁寧に読んでいく。この形で読み切れない範囲について
は、受講者の当番制でその内容、問題点等について簡単に報告してもらい、それをもとに参加者全
員で話し合うことで理解を確かめる。
　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：まとめとフィードバック
　前期はテクストのおおよそ半ばまで読み進む予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点100％で評価する。

 [教科書]
Henry James 『What Maisie Knew』（Penguin Classics）ISBN:9780141441375

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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 森　慎一郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Henry James, What Maisie Knewを読む（２）

 [授業の概要・目的]
Henry Jamesの代表作の一つWhat Maisie Knew (1897)を精読する。難解な小説の精緻な読解に取り組
むことで、文学研究の地力を養う。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部をおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。

 [授業計画と内容]
　授業では基本的に輪読形式でテクストを丁寧に読んでいく。この形で読み切れない範囲について
は、受講者の当番制でその内容、問題点等について簡単に報告してもらい、それをもとに参加者全
員で話し合うことで理解を確かめる。
　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：まとめとフィードバック
　後期は前期の続きから読み、通年で読み切る予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（70％）と学期末の英語レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Henry James 『What Maisie Knew』（Penguin Classics）ISBN:9780141441375

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  The Marble Faunを読む1

 [授業の概要・目的]
Nathaniel Hawthorne最後の長編小説The Marble Faun（1860）を一年かけて完読する。Hawthorneによ
る長めの作品としてはThe Scarlet Letterがあまりにも有名だが、小説としての面白さでは、本作のほ
うが秀でている（The House of the Seven  Gablesとの比較に至っては、あらゆる面において本作のほ
うが上）。毎回念入りな下調べを行った上で、授業に臨むこと。

 [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。
作品理解に必要な歴史的事象について綿密に調べる。

 [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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
発表（60％）およびディスカッションでの貢献（40％）によって評価する。
(教科書)

 [教科書]
Hawthorne, Nathaniel 『The Marble Faun (Oxford World's Classics) 』（Oxford ）ISBN:978-0199554072 
（授業中、常時参照するのでかならずこの版を購入すること）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
本作のアノテーションを作成するぐらいの意気込みで調べてくること。 

（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201

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  The Marble Faunを読む2

 [授業の概要・目的]
Nathaniel Hawthorne最後の長編小説The Marble Faun（1860）を一年かけて完読する。Hawthorneによ
る長めの作品としてはThe Scarlet Letterがあまりにも有名だが、小説としての面白さでは、本作のほ
うが秀でている（The House of the Seven  Gablesとの比較に至っては、あらゆる面において本作のほ
うが上）。毎回念入りな下調べを行った上で、授業に臨むこと。

 [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。
作品理解に必要な歴史的事象について綿密に調べる。

 [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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
発表（60％）およびディスカッションでの貢献（40％）によって評価する。
(教科書)

 [教科書]
Hawthorne, Nathaniel 『The Marble Faun (Oxford World's Classics) 』（Oxford ）ISBN:978-0199554072 
（授業中、常時参照するのでかならずこの版を購入すること）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
本作のアノテーションを作成するぐらいの意気込みで調べてくること。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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 永盛　克也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ラシーヌ『ミトリダート』研究

 [授業の概要・目的]
　フランス古典悲劇を代表する作家ラシーヌJean Racine (1639-1699) がローマ史を題材として創作し
た『ミトリダート』(Mithridate, 1673) を取り上げ、悲劇ジャンルと歴史との関係、悲劇の劇作法、
およびラシーヌ悲劇の特質について考察する。
　ラシーヌとともに１７世紀を代表する劇作家であるコルネイユはすでに悲劇『ニコメード』（
1651）においてローマ帝国の覇権への反抗者を主人公にすることで、ローマ帝国を「外から描く」
ことを試みていた。ラシーヌの『ミトリダート』も同様の試みであるといえるが、コルネイユによ
って定式化された「政治悲劇」─政治的論理と私的論理との葛藤、権力をめぐる抗争劇─をラシー
ヌがどのように受け継ぎ、またどのように改変したかを検証することによって、コルネイユ劇とラ
シーヌ劇の特質を比較することを試みる。

 [到達目標]
フランス古典悲劇の劇作法を理解する。フランス古典悲劇を代表する作家であるコルネイユとラシ
ーヌの作品の特質を理解する。

 [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週　イントロダクション　フランス17世紀悲劇の流れ
第2～3週　フランス17世紀の「ローマ悲劇」－ロトルー、コルネイユの場合
第4週　ラシーヌの「ローマ悲劇」
第5週　『ミトリダート』の創作経緯、初演、受容
第6～第13週　『ミトリダート』の読解
第14週　まとめ　ラシーヌ作品における『ミトリダート』の位置
第15週　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業での発表（20％）および期末レポート（80％）

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]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  マラルメとフランス現代思想

 [授業の概要・目的]
　フランス象徴主義の代表的詩人であるステファヌ・マラルメは20世紀の文学のみならず思想・哲
学に対しても大きな影響を与えたことで知られています。たとえば、フーコーの60年代の記念碑的
著作『言葉と物』（1966）の結論部分には、近代的な「人間」の「終焉」を予見させる存在として
ニーチェに並んでマラルメの名前が挙げられていました。この授業では、マラルメのテクストを具
体的に読解する一方で、その今日における反響をランシエール、バディウ、メイヤスーといった現
代思想の哲学者たちのうちに探っていきます。

 [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、豊富な語彙をもつテクスト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]
①イントロダクション──授業の概要、進め方、分担割り当て
②Mallarmé, À la nue accablante tu (p. 44)原文講読　＋Marchal
③Mallarmé, Un coup de dés原文講読１：367-377
　※詩の構文についてはMarchal, p. 289-293参照
④Mallarmé, Un coup de dés原文講読２：378-387
⑤Marchal, Lecture de Mallarmé, Un coup de dés...原文講読：p. 269-279 
⑥Marchal, Lecture de Mallarmé, Un coup de dés...原文講読：p. 279-288
⑦中間まとめ
⑧Rancière, Le poète chez le philosophe : Mallarmé et Badiou 原文講読１
⑨Rancière, Le poète chez le philosophe : Mallarmé et Badiou 原文講読２
⑪Rancière, Le poète chez le philosophe : Mallarmé et Badiou 原文講読３
⑫Rancière, Le poète chez le philosophe : Mallarmé et Badiou 原文講読４
⑬Rancière, Le poète chez le philosophe : Mallarmé et Badiou 原文講読５
⑭カンタン・メイヤス－「『賽の一振り』あるいは仮定の唯物論的神格化」（熊谷謙介訳、『亡霊
のジレンマ──思弁的唯物論の展開』所収）講読
⑮定期試験
⑯フィードバック

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]
フランス語文法の概要を習得し一定の読解力を持っていること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点５０％、定期試験５０％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
詩篇についてはBertrand MarchalのLectures de MallarméおよびPierre Citronによる註解を参考書として
精読します。詩篇も哲学者のテクストも、それぞれ担当者を決めて訳読していきますが、担当者以
外も必ず予習をして授業に臨んでください。「読み合わせ」の機会は外国語の読解力を獲得するう
えできわめて重要です。予習をするなかで自分なりに問題点を洗い出し、「ひとりでも読んで・調
べて分かること」と「ひとりでは分からないこと」を腑分けして自覚できるようになることは、文
学研究だけでなく、社会人となっても広く役に立つはずです。 

（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204

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 佐藤　淳二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「ルソーの時代」とは何か？（１）：ルソーとデリダ

 [授業の概要・目的]
ジャン＝ジャック・ルソーの思想と作品は、１８世紀以降現代に至るまで広範な領域で深い影響を
与えてきた。特に彼の音楽と言語をめぐる思考は、声と文字をめぐる現代の根源的な問題意識にお
いても、いまだわれわれに呼びかけることを止めていない。ここでは、ルソーのいくつかのメジャ
ー作品（『不平等起源論』『社会契約論』『エミール』）の概要に触れ、さらにいくつかのマイナ
ー作品（『言語起源論』『ダランベール氏への手紙』など）を通じて、「ルソーの時代」の特色を
考察する。「ルソーの時代」を独自の哲学によって描き出したジャック・デリダの読解を参照しな
いわけには、もはやいかない。いまや古典的ともいえる読解『グラマトロジーについて』にも論及
しつつ、われわれと「ルソーの時代」との関係を考えていく。
  

 [到達目標]
この講義を通じて、近代フランスを代表する思想家・文学者であるジャン＝ジャック・ルソーのテ
クストに直接触れると共に、18世紀の文脈と、その２０世紀における受容の大筋を理解することが
できる。古典的テクストへのアプローチと同時に、その哲学的な読解にも習熟することができる。

 [授業計画と内容]
講義の概要
１）「時代」とは何か？導入として、自然と人工、時間と歴史などの対立の中に、「時代」の意味
を考える。（１ー３回）；　２）「ルソー」とは誰か？　ルソーの理論的著作の概要を論じる。（
４－９回）；　３）「ルソーの時代」とは何か？　デリダのルソー読解を考える。その理解に必要
な最低限の範囲で、デリダの諸概念も考察する。（１０－１３回）；４）質疑と討論を行う。（１
４－１５回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート（７０％）、授業内での発言（３０％）を組み合わせて、６段階で評価する。

 [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

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業でとりあげた参考書や論文を、できるだけ読むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワー登録参照　KULASISを通じてメールにて事前連絡・予約などをお願いしたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系205

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Justine LE FLOC'H

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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  Les contes de Perrault : lectures, usages et réécritures

 [授業の概要・目的]
Les contes de Charles Perrault constituent un apport majeur pour l'histoire littéraire, tant les personnages, les 
récits et les discours moraux contenus dans cette œuvre nourrissent l’imaginaire et les représentations 
contemporaines. Une analyse fine des textes permettra de dégager les enjeux esthétiques et éthiques de cette 
écriture aussi naïve et enjouée que cruelle. Le cours veillera aussi à situer cette œuvre dans son contexte 
socio-historique de parution, notamment en montrant sa place dans la Querelle des Anciens et des Modernes, 
et en mettant en visibilité	l’importance de la production contemporaine de contes par les auteurs et autrices 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Une grande part du cours sera consacrée aux enjeux de réception des contes, à 
travers ses illustrations et mises en scène, ses interprétations dans différentes disciplines des sciences 
humaines et sociales (anthropologie, psychanalyse et études de genre) et ses réécritures.

 [到達目標]
Ce cours permettra aux étudiants d’enrichir leur connaissance de la littérature, de la pensée et de la culture 
françaises, tout en se familiarisant avec différentes méthodes d’analyse littéraire.

 [授業計画と内容]
Introduction générale. (séance 1)
Analyse littéraire, histoire littéraire, histoire de la réception, analyse d’images, littérature françaises du 
XVIIe siècle, littérature des XXe et XXIe siècles. (séances 2-14) 
La semaine 15 sera dédiée à un moment d'échange. (feedback)

 [履修要件]
Ce cours est ouvert à tous les étudiants désireux d’approfondir leur connaissance de la culture françaises. Le 
cours sera dispensé	intégralement en français.

 [成績評価の方法・観点]
Les connaissances seront évaluees par controle continu. La note finale tiendra compte de l’assiduité des 
étudiants et de leur participation lors des séances.

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]
使用しない
Le cours s’appuie sur un travail de lecture régulier en français d’œuvres du XVIIe siècle (Perrault, Marie-
Catherine d’Aulnoy, etc.) et d’œuvres des XXe-XXIe siècles (Joel Pommerat, Tahar Ben Jelloun, Nelly 
Arcan, Tiphaine D., etc.). Les textes seront fournis par l’enseignante.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Environ 15-20 pages seront données à lire chaque semaine. Un dossier personnel sera à rédiger sur un conte 
au choix et sur ses réécritures.

（その他（オフィスアワー等））
Les étudiants sont invités à prendre directement contact avec l'enseignante pour fixer un 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206

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 佐藤　淳二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「ルソーの時代」とは何か？（２）：ルソーとフーコー／デリダ

 [授業の概要・目的]
ジャン＝ジャック・ルソーの思想と作品は、１８世紀以降現代に至るまで広範な領域で深い影響を
与えてきた。特に彼の音楽と言語をめぐる思考は、声と文字をめぐる現代の根源的な問題意識にお
いても、いまだわれわれに呼びかけることを止めていない。ここでは、ルソーのいくつかのメジャ
ー作品（『不平等起源論』『社会契約論』『エミール』）の概要に触れ、さらにいくつかのマイナ
ー作品（『言語起源論』『ダランベール氏への手紙』など）を通じて、「ルソーの時代」の特色を
考察する。「ルソーの時代」とジャック・デリダの読解を行った前期に引き続き、フーコーの古典
的なルソー読解（『対話』への序文）を振り返り、併せて、「古典時代」という「時代」の狂気を
めぐるフーコーとデリダの有名な論争を考える。そのうえで、ルソーの「自伝」諸作品（『対話』
はもちろん、『告白』『孤独な散歩者の夢想』）の現代的な意味を考察する。
  

 [到達目標]
この講義を通じて、近代フランスを代表する思想家・文学者であるジャン＝ジャック・ルソーのテ
クストに直接触れると共に、18世紀の文脈と、その２０世紀における受容の大筋を理解することが
できる。古典的テクストへのアプローチと同時に、その哲学的な読解にも習熟することができる。

 [授業計画と内容]
講義の概要
１）「自伝」とは何か？ルソーにおいて自己はいかにして問題となったのか。自伝を書くとはどの
ような行為なのかという問題についての導入的議論を行う。（１ー３回）；　２）フーコーのルソ
ー『対話』読解について。（４－７回）；　３）「古典主義時代の狂気」についてのフーコーとデ
リダの論争。何が問題だったのか？（８－１３回）；４）自伝、自己、主体というテーマを考えて、
討論を行う。（１４－１５回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート（７０％）、授業内での発言（３０％）を組み合わせて、６段階で評価する。

 [教科書]
ルソーのテクストなどは、必要に応じてプリントして配布する。

 [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(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業でとりあげた参考書や論文を、できるだけ読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワー登録するけれども　KULASISを通じてメールにて事前連絡・予約などをお願いし
たい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系207

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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

  2022・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルースト『ゲルマントのほう』を読む

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の小説『失われた時を求めて』第３篇『ゲルマントのほう』
第２部（1921年刊行）第2章は、第1章で描かれた祖母の死を経て、性的欲望、友情、スノビズム、
人種、同性愛、歴史等のテーマが複雑に絡み合う二つの夕食会を通し、主人公が象徴的に脱ユダヤ
化され、キリスト教貴族社会の閉鎖的社交圏へと参入してゆく様子を描いている。本授業では、こ
の二つの場面を、その着想源、生成過程、文体、作品全体の構造等に注目しながら多角的に読解す
ることで、文学作品と社会・歴史との関係を考察するとともに、プルーストに特有の小説技法を浮
かび上がらせる。

 [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。

 [授業計画と内容]
授業は以下のプランに即して進められる。
第１回　『ゲルマントのほう』の概要、生成過程を解説。
第2回～第15回　『ゲルマントのほう』第２部第２章を講読形式でフランス語原典により精読し、
適宜プルーストの初期作品や書簡、草稿資料、同時代の他の作品や新聞雑誌等の文献と照合しなが
ら解説を加える。

 [履修要件]
フランス語文献を読む能力が必要とされる。

 [成績評価の方法・観点]
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。

 [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

 [授業外学修（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208

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ステファヌ・マラルメ「詩と散文」II（2022）

 [授業の概要・目的]
　昨年度より開始したステファヌ・マラルメの詩と散文を精読する授業です。 昨年度からの継続で
すが、個々の詩篇・テクストは独立したものですので、今年度からの受講でもまったく問題ありま
せん。
　マラルメはフランス象徴主義の代表的な存在で、抒情的主体の表現を基本とするロマン主義の後
を受けて、むしろ詩における発話主体の消滅や言語の非人称性にきわめて自覚的であった詩人でし
た。と同時に、『ディヴァガシオン』に収められた散文（「批評詩」）は、演劇やバレエ、見世物
から穴掘りの労働者にいたるまで、同時代の社会事象に着目し、それを散文的な詩篇にまで高めた
ものとして知られています。詩・散文とも19世紀にとどまらず、20世紀に入ってからも、ヴァレリ
ーからサルトル、ブランショを経てデリダ、ランシエール、メイヤスーと、現在にいたるまで大き
な影響を与え続けています。 

 [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、豊富な語彙をもつテクスト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]
①イントロダクション──授業の概要、進め方、分担割り当て
②Le Guignon
③Renouveau
④Brise marine
⑤Hérodiade - Scène (1) + Marchal
⑥Hérodiade - Scène (2) + Marchal
⑦Ouverture ancienne d’Hérodiade (1) + Marchal
⑧Ouverture ancienne d’Hérodiade (2) + Marchal
⑨Cantique de Saint Jean + Marchal
⑩中間まとめ
⑪Sainte + Marchal
⑫Quand l’ombre menaça... + Marchal
⑬Autre éventail de Mlle Mallarmé + Marchal
⑭まとめ
⑮期末試験
⑯フィードバック

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]
フランス語文法の概要を習得し一定の読解力を持っていること。 

 [成績評価の方法・観点]
平常点５０％、期末試験５０％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
詩篇についてはBertrand MarchalのLectures de MallarméおよびPierre Citronによる註解を参考書として
精読します。それぞれ担当者を決めて訳読していきますが、担当者以外も必ず予習をして授業に臨
んでください。「読み合わせ」の機会は外国語の読解力を獲得するうえできわめて重要です。予習
をするなかで自分なりに問題点を洗い出し、「ひとりでも読んで・調べて分かること」と「ひとり
では分からないこと」を腑分けして自覚できるようになることは、文学研究だけでなく、社会人と
なっても広く役に立つはずです。 

（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209

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

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

同志社大学グローバル地域文化学部
准教授　　　　　　　　　　　　　 伊藤　玄吾

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス16世紀文学研究：プレイヤッド派の詩

 [授業の概要・目的]
フランスの16世紀は、中世から近代へと至る過程にあって、言語的・文学的にも宗教的・思想的に
も極めて大きな変革を経験した時代である。著作家たちは、この時代特有の雑多にして豊潤、そし
て極めて柔軟なフランス語を縦横に駆使して、多彩で豊かな作品を数多く生み出した。本講義では
そうした16世紀文学の動向を象徴するプレイヤッド派の詩人の作品を様々な角度から読み解いてい
きたい。彼らがどのような詩の概念を持ち、詩人をどのような存在として捉え、どのような過去の
作品を模範とし、どのような題材を扱い、そしてどのような言語形式を用いて作品を練り上げてい
ったかを、原典を精読しつつ論じていきたい。具体的なテクストとしては、プレイヤッド派の中心
的存在であったロンサールと、幼い時からの学友であり良きライバルでもあったジャン＝アントワ
ーヌ・ド・バイフの作品を中心に扱う。

 [到達目標]
プレイヤッド派を中心に16世紀フランス詩についての知見を深め、その文学史的意義を理解すると
ともに、それを同時代の他のヨーロッパ文学と比較して考察することができるようになる。
現代フランス語とは異なる16世紀のフランス語の語彙と文法（とりわけ統語法）に関する基礎知識
を習得するとともに、テクストをより正確に読み解く上で有用な各種参考文献の活用の仕方を学び、
文献の読解に取り組むために必要な能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　フランス16世紀文学とプレイヤッド派－若き詩人たちの学び：ジャン・ドラとコクレ学寮
第２回　ギリシアの響き1 オード
第３回　ギリシアの響き2 古典悲劇
第４回　ギリシアの響き3 ヘレニズム詩
第５回　恋愛叙情詩1
第６回　恋愛叙情詩2
第７回　恋愛叙情詩3
第８回　自然学と詩1
第９回　自然学と詩2
第10回　自然学と詩3
第11回　政治および宗教と詩1
第12回　政治および宗教と詩2
第13回　政治および宗教と詩3
第14回　政治および宗教と詩4
第15回　プレイヤッド派における詩の概念

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]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（４０％）と学期末のレポート（６０％）で、成績を評価する。
授業で学ぶテクスト読解上の基本事項を踏まえているか、またその上で自分なりの解釈を説得的に
示しえているかを評価する。

 [教科書]
教材プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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210

科目ナンバリング 　G-LET21 73645 SJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Justine LE FLOC'H

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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 and society in French  

 [授業の概要・目的]
This course aims to introduce students to French contemporary society and culture while increasing their 
conversation ability. It will address cultural, social and political issues. Various documents will be used, such 
as articles, movies, podcasts, documentaries, songs, etc. Particular emphasis will be placed on interactional 
skills and class time will be spent engaging in debates and other speaking exercises.

 [到達目標]
This course is designed to help students:
- develop a deeper understanding of French contemporary society and culture
- explore intercultural issues
- engage in critical thinking and debate with others
- improve their argumentative skills
- gain confidence and experience in public speaking

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the course, we will debate on 
various themes, through written and visual documents (week 2-14). 
This class requires active oral participation.

Total : 14 classes and 1 feedback

 [履修要件]
The course is open to all students as soon as they can speak and understand enough French to read the 
documents and participate in a discussion.  

 [成績評価の方法・観点]
This course uses a project-based pedagogy. Attendance and participation are essential for this course. 
Students are expected to fully and actively participate by expressing their own thoughts, but also listening 
carefully to others and asking questions. The students will be evaluated through continuous assessment : this 
includes oral participation, interaction with the others, but also oral presentation in front of the class.

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)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Regular readings will be required before class.

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系211

科目ナンバリング 　G-LET21 7M202 SJ36　

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 永盛　克也
准教授 文学研究科 村上　祐二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目 Introduction aux méthodes de recherches en littérature française

 [授業の概要・目的]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表とその内容についての議論を通して、研究の方法や作品
分析の手法などを習得し、フランス語での論文執筆に必要な基礎力を形成する。

 [到達目標]
フランス語学・フランス文学の学術論文作成の基本的な方法を理解し、修士論文、研究論文の執筆
のために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表を中心にプログラムを組む。概要は以下の通り。
・書誌目録の作成、資料収集の方法についての概説（第１回）
・修士１回生の卒業論文についての発表（４月－５月）
・修士２回生による修士論文の準備状況の発表（５月－７月）
・修士２回生による修士論文の中間発表（１０月－１２月）
・修士１回生による修士論文の準備状況の発表(１２月-１月）
・博士後期課程の学生による博士論文の準備状況の発表（随時）
・学会発表予定者の口頭発表（随時）
・国内外の研究者による学術講演（随時）

 [履修要件]
受講者は自分の発表の準備に専心するのではなく、他の学生の発表にも興味をもち、議論に積極的
に参加することが望まれる。また、専修が主催する学術講演会にも積極的に参加し、幅広い知見の
獲得に努めることが求められる。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（自分の研究発表だけでなく、他の学生の発表へのコメント、講演会への積極的な参加など）
により評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Otto Klapp 『Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft』（V. Klostermann）（最も体系的な
フランス文学研究書誌（仏文研究室で閲覧可能））
 『Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXIe siècles))』（Revue d’Histoire littéraire de la 

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)

France 誌の各年最終号に掲載されるフランス文学研究書誌）

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回の発表のタイトルは1週間前までに周知されるので、議論を活発なものにするために、受講者
は事前にそのテーマや作家・作品について知識をもっておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
自分の発表の準備に専心するのではなく、他の学生の発表にも興味をもち、議論に積極的に参加す
ることが望まれる。また、専修が主催する学術講演会にも積極的に参加し、新たな知見の獲得に努
めてほしい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系212

科目ナンバリング 　G-LET21 7M203 SJ36　

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

大阪大学　　　　　　　
文学研究科 特任准教授 AVOCAT, Eric

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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, Academic writing and research methodology

 [授業の概要・目的]
This class is designed to help students develop their argumentative skills and will provide key techniques, 
guidelines and suggestions to improve their academic written communication in French. Various exercices 
will be carried out, such as summary, synthesis, or text commentary.  
Finally, the course will provide masters'students with efficient tools to write their thesis in French (i.e 
defining a topic and formulating a problem statement, selecting and reviewing relevant literature, structuring 
the dissertation, etc.)

 [到達目標]
Upon completion of the course, students should be able to : 
- efficiently structure and develop an argumentation
- provide texts that meet the demands of various academic purposes
- master the methodology required to complete a master's thesis

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the main goals of the course, we will carry out various 
exercices and go through the different steps required to complete a master's thesis (weeks 2-14). Feedback: 
week 15.

 [履修要件]
This course is opened to the students of the Faculty of Letters as well as to the students of other faculties 
(humanities, social sciences). A sufficient level of French is required, since the course will be given only in 
French. 

 [成績評価の方法・観点]
The students will be evaluated through continuous assessment Exercices will be regularly carried out and 
evaluated during the class. Some home assignments will be given throughout the semester.

 [教科書]
使用しない

 [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(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
Students are expected to prepare exercices at home and to actively participate during the class. 

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系213

科目ナンバリング 　G-LET21 7M203 SJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Justine LE FLOC'H

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   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, academic writing and research methodology  

 [授業の概要・目的]
This class is designed to help students develop their argumentative skills and will provide key techniques, 
guidelines and suggestions to improve their academic written communication in French. Various exercices 
will be carried out, such as summary, synthesis, or text commentary.  
Finally, the course will provide masters'students with efficient tools to write their thesis in French (i.e 
defining a topic and formulating a problem statement, selecting and reviewing relevant literature, structuring 
the dissertation, etc.)

 [到達目標]
Upon completion of the course, students should be able to : 
- efficiently structure and develop an argumentation
- provide texts that meet the demands of various academic purposes
- master the methodology required to complete a master's thesis

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the main goals of the course, we will carry out various 
exercices and go through the different steps required to complete a master's thesis (weeks 2-14).
Total : 14 classes and 1 feedback (week 15)

 [履修要件]
This course is opened to the students of the Faculty of Letters as well as to the students of other faculties 
(humanities, social sciences). A sufficient level of French is required, since the course will be given only in 
French.

 [成績評価の方法・観点]
The students will be evaluated through continuous assessment Exercices will be regularly carried out and 
evaluated during the class. Some home assignments will be given throughout the semester.

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)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Documents will be given during the class. 

 [授業外学修（予習・復習）等]
Students are expected to prepare exercices at home and to actively participate during the class.

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系214

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Torquato TassoのDialoghi

 [授業の概要・目的]
　16世紀のイタリアを代表する詩人トルクァート・タッソは、愛や美や徳や友情、あるいはアルテ
やトスカーナ詩やインプレーザといったさまざまなトピックを対話形式で論じています。前期の授
業では、タッソの対話篇“Il Rangone overo de la pace”を精読しながら、当時の貴族階級の道徳観・
価値観とタッソの散文の特徴を検証します。

 [到達目標]
①ルネサンス期のイタリア語散文を正確に読解する力を身につける。
②16世紀のイタリア文化について理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。

初回：イントロダクション。
 
第2回～14回：“Il Rangone overo de la pace”の読解と考察

第15回　フィードバック

 [履修要件]
イタリア語文法を学んでいること。

 [成績評価の方法・観点]
毎回提示する簡単な和訳問題をもとに評価します。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典の精読に基づく授業なので、予習が重要です。毎回簡単な和訳問題を提示して予習の精度を確
認します。 

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



文献文化学系215

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Torquato TassoのDialoghi

 [授業の概要・目的]
　16世紀のイタリアを代表する詩人トルクァート・タッソは、愛や美や徳や友情、あるいはアルテ
やトスカーナ詩やインプレーザといったさまざまなトピックを対話形式で論じています。後期の授
業では、タッソの対話篇“Il Malpiglio overo de la corte”を精読しながら、当時の宮廷における価値
観とタッソの散文の特徴を検証します。

 [到達目標]
①ルネサンス期のイタリア語散文を正確に読解する力を身につける。
②16世紀のイタリア文化について理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。

初回：イントロダクション。
 
第2回～14回：“Il Malpiglio overo de la corte”の読解と考察

第15回　フィードバック

 [履修要件]
イタリア語文法を学んでいること。

 [成績評価の方法・観点]
毎回提示する簡単な和訳問題をもとに評価します。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典の精読に基づく授業なので、予習がすべてです。毎回提示する和訳問題で予習の精度を確認し
ます。 

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



文献文化学系216

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 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 istituzionale di Letteratura italiana. Imitare, emulare, contraffare. Teorie e pratiche dell’
imitatio.  

 [授業の概要・目的]
Il corso di letteratura italiana di quest’anno prendera' in esame il tema dell’imitazione letteraria nelle sue 
diverse declinazioni, dalla emulazione al plagio. Dopo una introduzione teorica sul tema dell’imitazione, 
considerato nel suo stretto nesso con quello della memoria, il seminario analizzera' alcuni esempi significativi 
di autori alle prese con la pratica mimetica. Imitare significa innanzitutto ricordare e la memoria gioca un 
ruolo fondamentale nel processo di creazione artistica. Se e' certo che senza assidue letture e illustri modelli 
non e' possibile comporre buona poesia, allo stesso tempo il processo imitativo comporta dei rischi, perche', 
come ricorda Vittorio Alfieri, "chi molto legge prima di comporre ruba senza avvedersene e perde l’
originalita'". Ma quale e' allora il confine tra imitazione e plagio? E come e' possibile smascherare un testo 
contraffatto, con gli strumenti della filologia?

Seguira', nel secondo semestre, un modulo monografico su Leopardi.

 [到達目標]
Gli studenti approfondiranno il tema della imitazione letteraria nel suo stretto nesso con quello della memoria.
 Leggeranno e studieranno alcuni importanti testi teorici sull’imitazione. Analizzeranno gli esempi proposti 
di autori alle prese con la pratica mimetica. Apprenderanno l’uso degli strumenti e dei metodi filologici che 
guidano gli studiosi nell’individuazione di un testo contraffatto. Dimostreranno queste competenze con una 
loro presentazione orale durante il corso. Maggiori dettagli su questa presentazione verranno forniti a lezione. 
 

 [授業計画と内容]
Primo semestre. Letteratura italiana. Imitare, emulare, contraffare. Teorie e pratiche dell’imitatio.

1: Introduzione.
2-5: La teoria dell’imitazione letteraria.
6-13: Gli autori alle prese con la pratica mimetica.
14: Smascherare un testo contraffatto.
15: Presentazioni a cura degli studenti.

Maggiori dettagli sul programma saranno forniti durante la prima lezione.

 [履修要件]
E' richiesto un ottimo livello di italiano.

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni e sulla presentazione svolta in classe. 
Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

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)

 [教科書]
I testi da leggere e studiare verranno sempre distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme alle 
indicazioni bibliografiche di approfondimento.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate letture da svolgere a casa. Il seminario presuppone una partecipazione 
attiva degli studenti.

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra'comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系217

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 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 istituzionale di Letteratura italiana. Memoria e imitazione in Leopardi

 [授業の概要・目的]
Il corso di letteratura italiana di quest’anno, inaugurato da un primo semestre sul tema dell’imitazione 
letteraria, si conclude con un modulo monografico dedicato a Leopardi. Dopo una introduzione al contesto 
storico-culturale ottocentesco e alla biografia di Leopardi, il seminario prendera' in esame l’opera dell’
autore. Sara' cosi' possibile indagare il rapporto tra memoria e imitazione, ascoltando la voce di uno dei 
maggiori poeti italiani, che ha dedicato a questo tema un’ampia e articolata riflessione. Il punto di partenza 
dell’indagine e' costituito dalle prime considerazioni, suscitate dal dibattito classico-romantico, su questo 
tema; si procedera' poi a studiarne le implicazioni sul pensiero e sulla poetica degli anni successivi, attraverso 
un’analisi delle fonti, filosofiche e letterarie. La questione messa a fuoco nella lettera del 1816 ai 
compilatori della Biblioteca italiana riguarda la distinzione proposta da Madame de Stael, in polemica con 
Giordani, tra ‘conoscere’ e ‘imitare’. Al contrario della baronessa, Leopardi non crede nella possibilita' 
di conciliare lo studio degli antichi e l’originalita', memoria e invenzione. La lettura e l’assimilazione di 
testi letterari non possono che condurre lo scrittore alla loro imitazione, spegnendo la "divina scintilla" dell’
ispirazione poetica. La valorizzazione della novita'; in campo poetico si accompagna, nelle speculazioni 
leopardiane, alla nostalgia per un passato irrevocabile, dove, in assenza di modelli esemplari, fosse possibile l
’imitazione diretta della natura, la vera creazione artistica. Fedele al classicismo, ai cui canoni formalmente 
aderisce, ma irrimediabilmente attratto dai motivi romantici, Leopardi continua a vagheggiare quella 
condizione primitiva e mitica, ormai inattingibile: una contraddizione che segnera' tutta la sua opera.  

 [到達目標]
Gli studenti analizzeranno la biografia e le opere di uno dei maggiori poeti italiani, Giacomo Leopardi, e 
sapranno contestualizzarle nell’ambito della letteratura dell’Ottocento. Leggeranno e studieranno i testi 
leopardiani proposti, con particolare attenzione al rapporto tra memoria e imitazione. Dimostreranno queste 
competenze con una loro presentazione orale durante il corso. Maggiori dettagli su questa presentazione 
verranno forniti a lezione.    

 [授業計画と内容]
Secondo semestre. Letteratura italiana. Memoria e imitazione in Leopardi.

1-2: Introduzione e contesto storico-culturale.

3-15: Analisi dei testi e presentazioni orali preparate dagli studenti.

Maggiori dettagli sul programma saranno forniti durante la prima lezione.

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)

 [履修要件]
E' richiesto un ottimo livello di italiano. 

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni e sulla presentazione svolta in classe. 
Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

 [教科書]
G. Leopardi, Poesie e Prose, a cura di R. Damiani e M. A. Rigoni, Milano, Mondadori, 2003.
G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 2014.
Lessico leopardiano, a cura di N. Belluci, F. D’Intino, S. Gensini, Roma, Sapienza Universita' Editrice, 
2014-2020 (consultabile online).

La bibliografia qui indicata costituisce un primo riferimento generale. I testi da leggere e studiare verranno 
sempre distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme ad altre indicazioni bibliografiche di 
approfondimento.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate letture da svolgere a casa. Il seminario presuppone una partecipazione 
attiva degli studenti.  

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra' comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目
Letteratura italiana contemporanea. Letteratura e potere nella poesia italiana dal secondo 
dopoguerra a oggi.  

 [授業の概要・目的]
Il corso di letteratura italiana contemporanea prendera' in esame le opere di alcuni dei piu' importanti poeti 
italiani dal secondo dopoguerra a oggi, con particolare attenzione al tema chiave del rapporto tra letteratura e 
potere. Dopo una contestualizzazione storica e un’introduzione sui caratteri distintivi e i modelli della 
poesia del XX e XXI secolo, si procedera' a una lettura dei testi poetici. Di ciascun autore verra' fornito un 
essenziale profilo biografico, preliminare all’analisi dell’opera. Verranno dunque commentati alcuni 
componimenti significativi, con un’attenzione rivolta tanto al riconoscimento dei riferimenti culturali e 
delle fonti, quanto agli usi lessicali, alle figure retoriche e metriche. Ascoltando alcune delle voci piu' intense 
della letteratura italiana contemporanea, sara' possibile riflettere sul rapporto tra letteratura e potere nell’eta' 
contemporanea e acquisire gli strumenti per una autonoma lettura e analisi tematico-stilistica dei testi poetici.
Seguira', nel secondo semestre, un approfondimento su Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita.

 [到達目標]
Gli studenti impareranno a conoscere la poesia italiana contemporanea e il contesto storico-culturale del 
secondo Novecento. Leggeranno e commenteranno le opere di alcuni degli autori fondamentali di questa 
stagione letteraria, tra cui Eugenio Montale, Amelia Rosselli, Vittorio Sereni, Edoardo Sanguineti, Antonella 
Anedda, Milo De Angelis. Acquisiranno una buona capacita' di analisi del testo poetico, padroneggiando le 
piu' importanti figure metriche e retoriche. Dimostreranno queste competenze in una presentazione orale, 
nella quale illustreranno alla classe una poesia a loro scelta, tra quelle raccolte nell’antologia indicata in 
bibliografia. Maggiori dettagli su questa presentazione verranno forniti a lezione.  

 [授業計画と内容]
Primo semestre: Corso Monografico di Letteratura Italiana. Letteratura e potere nella poesia italiana dal 
secondo Novecento a oggi.

1: Letteratura e potere nella poesia contemporanea: Introduzione.

2-15: Poeti italiani dal secondo dopoguerra a oggi. Lettura e commento dei testi. Presentazioni orali preparate 
dagli studenti.

Maggiori dettagli sul programma saranno forniti durante la prima lezione.

 [履修要件]
E' richiesto un ottimo livello di italiano. 

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni e sulla presentazione svolta in classe. 
Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

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)

 [教科書]
La bibliografia indicata in “References” costituisce un primo riferimento generale. I testi da leggere e 
studiare verranno sempre distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme ad altre indicazioni 
bibliografiche di approfondimento. 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Dopo la lirica, Poeti italiani 1960-2000, a cura di E. Testa, Torino, Einaudi, 2005.
Poesia del Novecento italiano. Dal secondo dopoguerra ad oggi, a cura di N. Lorenzini, Roma, Carocci, 2004.
P.G. Beltrami, Gli strumenti della poesia. Guida alla metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 2012.
G. Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna, Il Mulino, 2015.

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate delle letture da svolgere a casa. La modalita' seminariale presuppone 
un coinvolgimento attivo degli studenti.  

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra' comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目
Letteratura italiana contemporanea. Letteratura e potere nell’opera di Pier Paolo Pasolini (nel 
centenario dalla nascita).

 [授業の概要・目的]
Inaugurato da un primo semestre sul rapporto tra letteratura e potere nella poesia italiana dal secondo 
dopoguerra a oggi, il corso di letteratura italiana contemporanea si conclude con un modulo monografico 
dedicato a uno dei piu' importanti autori italiani del Novecento, che ha dedicato al tema ampio spazio di 
riflessione: Pier Paolo Pasolini. Dopo una contestualizzazione storica e un’introduzione sulla biografia di 
Pasolini, si procedera' alla lettura e all'analisi di alcuni dei suoi piu' significativi testi poetici, narrativi e 
saggistici. Due lezioni saranno dedicate alla proiezione e al commento di un film di Pasolini.  

 [到達目標]
Gli studenti analizzeranno la biografia e le opere di uno dei maggiori scrittori italiani, Pier Paolo Pasolini, e 
sapranno contestualizzarle nell’ambito della letteratura del Novecento. Leggeranno e studieranno una 
selezione di suoi testi poetici, narrativi e saggistici. Conosceranno gli elementi centrali del pensiero e dell’
opera di Pasolini, con particolare attenzione al tema del rapporto tra letteratura e potere. Assisteranno alla 
proiezione di un film di Pasolini e lo commenteranno in classe. Dimostreranno queste competenze con una 
loro presentazione orale durante il corso. Maggiori dettagli su questa presentazione verranno forniti a lezione. 

 [授業計画と内容]
Primo semestre: Letteratura italiana contemporanea. Letteratura e potere nell’opera di Pier Paolo Pasolini 
(nel centenario dalla nascita).

1-2: Introduzione e contesto storico-culturale.

3-13: Letteratura e potere nell’opera di Pier Paolo Pasolini. Lettura e commento dei testi.

14-15: Proiezione e commento di un film di Pasolini.

 [履修要件]
E' richiesto un ottimo livello di italiano. 

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni e sulla presentazione svolta in classe. 
Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

 [教科書]
授業中に指示する
La bibliografia indicata in “References” costituisce un primo riferimento generale. I testi da leggere e 
studiare verranno sempre distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme ad altre indicazioni 

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)

bibliografiche di approfondimento. 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
P.P. Pasolini, Opere. Romanzi e racconti, a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, 2010.
P.P. Pasolini, Opere. Saggi sulla Letteratura e sull'arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, 2008.
P.P. Pasolini, Opere. Saggi sulla Politica e sulla societa', a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, 2012.
P.P. Pasolini, Opere. Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Mondadori, 2001.
P.P. Pasolini, Opere. Teatro, a cura di W. Siti e S. De Laude, Mondadori, 2001.
P.P. Pasolini, Opere. Tutte le poesie, a cura di W. Siti, Mondadori, 2015.

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate delle letture da svolgere a casa. La modalita' seminariale presuppone 
un coinvolgimento attivo degli studenti 

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra' comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73741 SJ36　

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  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ペトラルカの抒情詩

 [授業の概要・目的]
　イタリアの抒情詩の源泉であるフランチェスコ・ペトラルカの抒情詩を精読します。個々の作品
の内容だけではなく形式的な特色にも注意を向けながら、トスカーナ語抒情詩の伝統について理解
を深めることが授業の目的となります。

 [到達目標]
①詩文を正確に読解する力を身につける。
②韻文の形式美について理解を深める。 

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めます。

初回：イントロダクション 

第2回～第14回：『カンツォニエーレ』の読解と考察
　脚韻や詩行内のアクセントの位置といった形式的特徴を音読によって確認したうえで作品の内容
を精査していきます。

第15回：フィードバック

 [履修要件]
イタリア語文法を学んでいること。

 [成績評価の方法・観点]
毎回提示する簡単な和訳問題をもとに評価します。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典の精読に基づく授業なので、十分な予習が求められます。毎回簡単な和訳問題を提示して予習
の精度を確認します。原文を音読してイタリア語の韻文のリズムに親しみましょう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73741 SJ36　

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  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ペトラルカの抒情詩

 [授業の概要・目的]
　前期につづいて、フランチェスコ・ペトラルカの抒情詩を精読します。個々の作品の内容だけで
はなく形式的な特色にも注意を向けながら、トスカーナ語抒情詩の伝統について理解を深めること
が授業の目的となります。

 [到達目標]
①詩文を正確に読解する力を身につける。
②韻文の形式美について理解を深める。 

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めます。

初回：イントロダクション 

第2回～第14回：『カンツォニエーレ』の読解と考察。
　脚韻や詩行内のアクセントの位置といった形式的特徴を音読によって確認したうえで作品の内容
を精査していきます。必要に応じてヴァチカン収蔵写本の表記を確かめながらテクストの校訂作業
についても検証します。

第15回：フィードバック

 [履修要件]
イタリア語文法を学んでいること。

 [成績評価の方法・観点]
毎回提示する簡単な和訳問題をもとに評価します。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
原典の精読に基づく授業なので、十分な予習が求められます。毎回簡単な和訳の問題を提示して予
習の精度を確認します。原文を音読してイタリア語の韻文のリズムに親しみましょう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73741 SJ36　

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

神戸大学　　　　　　　　　　
グローバル教育センター 教授 河合　成雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  フィチーノのスピリト論の概説と『ペストに対する助言』の考察

 [授業の概要・目的]
15世紀の思想家マルシリオ・フィチーノの『ペストに対する助言』の講読を通じて、ギリシャ語の
プネウマにさかのぼることができるイタリア語のスピリトの概念史を振り返りつつ、１５世紀の医
学、養生訓に触れる。さらには、その精読を通して、例えば、当時の宇宙観、占星術などの意義を
考え、文学や文化の理解を深める。また、フィチーノを中心に15世紀、16世紀の文献を読むことに
よって、イタリア語の古典の読解力を養う。

 [到達目標]
まず何よりもイタリア語の古典に慣れ親しむ。さらには15世紀当時の思想を学習することによって、
主に文学への考察の幅を広げるようになる。他方、毎回、読んだことをディスカッションすること
によって、イタリア語の読解力だけでなく、学んだ知識を基礎的な文献に即して発表する力を養う。

 [授業計画と内容]
通常授業14回、定期試験、フィードバック1回
第1回　文学史、思想史からのイントロダクション
第2回　14～16世紀の医学史についてのイントロダクション
第3回　マルシリオ・フィチーノについてのイントロダクション
第4回～第11回　主にフィチーノの『ペストに対する助言』を読みながら、適宜、評論なども訳読
しつつ、ディスカッションをする。
第12回～第14回　フィチーノを中心に当時のスピリト論についてまとめていく。
期末試験
第15回　フィードバック　受講者の解答に対してコメントをして、論理の発展をはかる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（８０％）を中心に、平常点（２０％）授業での訳読・発言などを加味して評価する。3
名以下の場合は、平常点を重視することにする。その場合は、授業時において、評価方法について
改めて告知する。

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
入手が難しいテキストも多いので授業時にプリント配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時に精読・訳出する部分については、その都度指定するので、必ず読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
簡単な質問は授業の前後で受けます。大きな質問、および相談はその都度、遠隔(zoom使用）で受
けます（要予約）。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73741 SJ36　

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

神戸大学　　　　　　　　　　
グローバル教育センター 教授 河合　成雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  マルシリオ・フィチーノの思想とその文学的影響

 [授業の概要・目的]
マルシリオ・フィチーノ(1433-1499)は、16世紀の文学に大きな影響を与えている。その著作の中で
も『愛について』と『生について』は16世紀に版を重ね、全ヨーロッパでのベストセラーであった。
本演習では、フィチーノの多岐にわたる思想を学習しながら、彼の同時代や次世紀の著作について、
文学のみならず、例えばダヴィンチなど様々な著述家において、その痕跡をたどり、15、16世紀の
著述についての理解を深める。

 [到達目標]
まずは何よりも古典の基礎的な読解力を身に着ける。さらには15世紀当時の思想や様々な言葉の概
念を学習することによって、主に文学への考察の幅を広げることができるようになる。他方、毎回、
読んだことをディスカッションすることによって、古典のイタリア語読解力だけでなく、学んだ知
識を基礎的な文献に即して発表する力を養う。

 [授業計画と内容]
通常授業14回、定期試験、フィードバック1回
第1回　フィチーノについてイントロダクション
第2回　フィチーノについての思想史的イントロダクション
第3回～第12回　フィチーノのイタリア語著作の精読をしつつ、同時に、2週ずつ、授業参加者の希
望も聞きながら、6人の著作を読む。選んだ著作について、フィチーノの影響という観点から考察
を行う。
第13回～第14回　授業のテーマにそって、受講者各自が選んだテキストの紹介をし、さらには、デ
ィスカッションをする。
期末試験
第15回　フィードバック　受講者の解答に対してコメントをして、論理の発展をはかる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（８０％）を中心に、平常点（２０％）授業での訳読・発言などを加味して評価する。3
名以下の場合は、平常点を重視することにする。その場合は、授業時において、評価方法について
改めて告知する。

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
入手が難しいテキストも多いので授業時にプリント配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時に精読・訳出する部分については、その都度指定するので、必ず読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
簡単な質問は授業の前後で受けます。大きな質問、および相談はその都度、遠隔(zoom使用）で受
けます（要予約）。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系224

科目ナンバリング 　G-LET22 73741 SJ36　

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  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語 日本語およびイタリア語

題目  論文演習

 [授業の概要・目的]
　研究論文執筆のための訓練と準備を目的とする演習です。「勉強」と「研究」の相違を明確にす
ることから始めて、問題の設定と論証のプロセス、それらの表現方法、また参考文献リストの作り
方や註や引用の仕方まで、実際の作業に即して論文作成の理解を深めていきます。

 [到達目標]
　修士論文提出年度に当たる参加者にとっては、これを完成させることが授業の目標となります。
修士1回生は、この授業を通じて修士論文のテーマを絞り込んむことが課題となります。また博士
後期課程の参加者は、博士論文の構想を固めること、各章のテーマを深めること、そして論文を完
成に導くことが授業の目標となります。

 [授業計画と内容]
初回 　ガイダンス：研究発表の手順について説明を行い、おおよそのスケジュールを確認します。

2-3回　前年度の修士論文・卒業論文提出者の報告。

4-14回　大学院生及び卒業論文提出予定者の研究報告。
　論文の計画段階から各自の研究テーマについて順次発表をします。他の参加者にも自由に意見を
述べてもらいつつ検討を行います。発表の合間に、註・参考文献・引用方法など学術論文の形式・
体裁についても確認してもらいます。また必要に応じて学術雑誌に掲載された論文を講読しながら、
論文執筆の技術と注意事項を紹介する予定です。学会発表などを予定している参加者には、その予
行演習も行ってもらいます。

15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点：発表の内容、授業内での発言などに基づく。

イタリア語学イタリア文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表者は事前に、レジュメ・資料などを研究室メンバー宛てにメール送信しておきましょう。 

（その他（オフィスアワー等））
原則的には隔週開講の授業ですが、希望があればこれに限定されることなく発表の場を設定します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Italian Neorealism in World Cinema

 [授業の概要・目的]
Italian neorealism (1945-1952) was a crucial movement in film history, marking an aware move away from 
mainstream Hollywood filmmaking and focusing on realistic characters and stories. Through a virtual journey 
across world film cultures, and national identities, this course aims to provide a critical approach to the 
enduring resonance of Italian neorealism in international cinema. We will start with a brief introduction on 
the main features of the movement and historical contextualization of the most relevant neorealist movies, 
from the masterpiece ‘Roma citta' aperta’ (Roberto Rossellini, 1945). Subsequently, the course will 
explore the broad influence of neorealism on global cinema, from the impact on contemporary filmmakers (e.
g. Akira Kurosawa) to the late tributes (e.g. ‘Roma’, Alfonso Cuaron Orozco, 2018).

 [到達目標]
Students will learn the most significant features of Italian neorealism. Investigating the wide-ranging impact 
of the neorealist movement, they will improve their knowledge of world cinema. Moreover, they will deepen 
their historical awareness of the relationships between a movie and its precursors. Students will be able to 
critically watch and discuss a film, prepare a short oral presentation and perform it in front of the class. The 
seminar requires an active interaction of the students. Therefore, attendance is mandatory. Classes will be 
held in English.

 [授業計画と内容]
This course is a cinema course, with some screenings, therefore one class is the length of 2 classes/180 min.

1: Italian neorealism. Introduction.
2-6: Italian neorealism in global cinema. Screening and commentary of world movies influenced by Italian 
neorealism.
7: Presentations prepared by students.
8: Feedback.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Evaluation will depend on: 1. active participation in class, 2. final presentation. Attendance is mandatory. No 
more than three absences are allowed.

イタリア語学イタリア文学（演習）(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学（演習）(2)

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
The instructor will assign reading after 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。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73764 PO36　

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 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  実習

使用
言語 イタリア語

題目  Narrativa italiana contemporanea. I. Per leggere  

 [授業の概要・目的]
Il corso di Esercitazioni di lingua italiana di quest’anno e' dedicato alla narrativa italiana contemporanea. 
Perfezioneremo la conoscenza della lingua leggendo e analizzando racconti di importanti scrittori italiani 
come Dino Buzzati, Italo Calvino, Umberto Eco, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, 
Antonio Tabucchi. Gli studenti avranno modo di esercitarsi su diversi tipi di testo, guidati dalla perizia 
narrativa di questi maestri di scrittura.

 [到達目標]
Gli studenti leggeranno e commenteranno i testi di importanti narratori italiani. Acquisiranno una maggiore 
dimestichezza con la lingua scritta: impareranno a orientarsi attraverso tipologie testuali e generi letterari 
diversi. A questa lettura verranno associati specifici esercizi di scrittura, per consentire di mettere in pratica le 
competenze acquisite e perfezionare la conoscenza del lessico, della morfologia e della sintassi dell’italiano. 
  

 [授業計画と内容]
Narrativa italiana contemporanea. I. Per leggere

1. Introduzione

3-15. Lettura e commento di racconti di importanti scrittori italiani (Dino Buzzati, Italo Calvino, Umberto 
Eco, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Antonio Tabucchi). Esercitazioni e 
presentazioni preparate dagli studenti.

Maggiori dettagli sul programma saranno forniti durante la prima lezione.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni, sulle esercitazioni e sulla presentazione 
svolta in classe. Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学（外国語実習）(2)

 [教科書]
I testi da leggere e studiare verranno distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme ad altre 
indicazioni bibliografiche di approfondimento.  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate letture ed esercitazioni da svolgere a casa. Il seminario presuppone una 
partecipazione attiva degli studenti. 

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra' comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET22 73764 PO36　

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 文学研究科 Ida Duretto

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2022・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  実習

使用
言語 イタリア語

題目  Narrativa italiana contemporanea. II. Per scrivere  

 [授業の概要・目的]
Il corso di Esercitazioni di lingua italiana di quest’anno e' dedicato alla narrativa italiana contemporanea. 
Perfezioneremo la conoscenza della lingua leggendo e analizzando racconti di importanti scrittori italiani 
come Dino Buzzati, Italo Calvino, Umberto Eco, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, 
Antonio Tabucchi. Gli studenti avranno modo di esercitarsi su diversi tipi di testo, guidati dalla perizia 
narrativa di questi maestri di scrittura. 

 [到達目標]
Gli studenti leggeranno e commenteranno i testi di importanti narratori italiani. Acquisiranno una maggiore 
dimestichezza con la lingua scritta: impareranno a orientarsi attraverso tipologie testuali e generi letterari 
diversi. A questa lettura verranno associati specifici esercizi di scrittura, per consentire di mettere in pratica le 
competenze acquisite e perfezionare la conoscenza del lessico, della morfologia e della sintassi dell’italiano. 
 

 [授業計画と内容]
Narrativa italiana contemporanea. II. Per scrivere

1. Introduzione

3-15. Lettura e commento di racconti di importanti scrittori italiani (Dino Buzzati, Italo Calvino, Umberto 
Eco, Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Antonio Tabucchi). Esercitazioni e 
presentazioni preparate dagli studenti.

Maggiori dettagli sul programma saranno forniti durante la prima lezione.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点]
La valutazione sara' basata sulla partecipazione attiva alle lezioni, sulle esercitazioni e sulla presentazione 
svolta in classe. Frequentare le lezioni e' fondamentale per superare l’esame. E' consentita una sola assenza.

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学（外国語実習）(2)

 [教科書]
I testi da leggere e studiare verranno distribuiti in forma di dispensa durante il corso, insieme ad altre 
indicazioni bibliografiche di approfondimento.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
Dopo ogni lezione verranno assegnate letture ed esercitazioni da svolgere a casa. Il seminario presuppone una 
partecipazione attiva degli studenti. 

（その他（オフィスアワー等））
L’orario di ricevimento verra' comunicato durante la prima lezione.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。


