
【令和2年度大学院聴講生】　思想文化学

履修・聴講可否

大学院聴講生
5131001 哲学 特殊講義 2 後期 月 3 西村　正秀 日本語 ○ 思想文化学１
5131002 哲学 特殊講義 2 前期集中 他 他 村上　靖彦 日本語 ○ 思想文化学２
5131003 哲学 特殊講義 2 後期集中 他 他 松阪　陽一 日本語 ○ 思想文化学３
5131005 哲学 特殊講義 2 後期 水 4 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学４
5143001 哲学 演習Ｉ 2 前期 水 5 出口　康夫 英語 ○ 思想文化学５
5143002 哲学 演習Ｉ 2 後期 水 5 出口　康夫 英語 ○ 思想文化学６
5143003 哲学 演習I 2 前期不定 他 他 八木沢　敬 英語 ○ 思想文化学７
5143004 哲学 演習I 2 前期 火 4 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学８
5143005 哲学 演習I 2 後期 火 4 大塚　淳 英語 ○ 思想文化学９
5143006 哲学 演習I 2 後期不定 他 他 八木沢　敬 英語 ○ 思想文化学１０
5143007 哲学 演習Ｉ 2 前期 月 5 大西　琢朗 日本語及び英語 ○ 思想文化学１１
5143008 哲学 演習Ｉ 2 後期 月 5 大西　琢朗 日本語及び英語 ○ 思想文化学１２
5150002 哲学 演習I 1 前期不定 他 他 犬飼　由美子 英語 ○ 思想文化学１３
M450001 哲学 語学 2 前期 金 3 西村　洋平 日本語 ○ 思想文化学１４
M451001 哲学 語学 2 後期 金 3 西村　洋平 日本語 ○ 思想文化学１５
M452001 哲学 語学 2 前期 水 1 勝又　泰洋 日本語 ○ 思想文化学１６
M453001 哲学 語学 2 後期 水 1 勝又　泰洋 日本語 ○ 思想文化学１７
M228001 哲学 演習I 2 前期 金 4 出口　康夫,大塚　淳 日本語及び英語 ○ 思想文化学１８
M228002 哲学 演習I 2 後期 金 4 出口　康夫,大塚　淳 日本語及び英語 ○ 思想文化学１９
5231004 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 月 3 中畑　正志 日本語 ○ 思想文化学２０
5231005 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 月 5 早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学２１
5231001 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 金 4 西村　洋平 日本語 ○ 思想文化学２２
5231002 西洋哲学史 特殊講義 2 前期集中 他 他 稲村一隆 日本語 ○ 思想文化学２３
5231003 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 金 4 西村洋平 日本語 ○ 思想文化学２４
5240001 西洋哲学史 演習 4 通年 金 2 中畑　正志 日本語 ○ 思想文化学２５
5240002 西洋哲学史 演習 4 通年 木 4 中畑　正志,早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学２６
5241001 西洋哲学史 演習 2 前期 火 3 早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学２７
5241002 西洋哲学史 演習 2 後期 火 3 早瀬　篤 日本語 ○ 思想文化学２８
5234001 西洋哲学史 特殊講義 2 前期集中 他 他 山内　志朗 日本語 ○ 思想文化学２９
5234002 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 木 2 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学３０
5242001 西洋哲学史 演習 4 通年 木 4 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学３１
5243001 西洋哲学史 演習 2 前期 金 4 井澤　清 日本語 ○ 思想文化学３２
5243002 西洋哲学史 演習 2 後期 金 4 井澤　清 日本語 ○ 思想文化学３３
5243003 西洋哲学史 演習 2 前期 月 4 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学３４
5243004 西洋哲学史 演習 2 後期 月 4 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学３５
5236001 西洋哲学史 特殊講義 2 後期 木 2 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学３６
5236002 西洋哲学史 特殊講義 2 前期 木 2 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学３７
5236003 西洋哲学史 特殊講義  2 後期集中 他 他 植村　玄輝 日本語 ○ 思想文化学３８
5236004 西洋哲学史 特殊講義 2 前期集中 他 他 鈴木泉 日本語 ○ 思想文化学３９
5245001 西洋哲学史 演習 2 後期 水 5 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学４０
5245003 西洋哲学史 演習 2 前期 水 5 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学４１
5245004 西洋哲学史 演習 2 後期 木 ５ 中川明才 日本語 ○ 思想文化学４２
5331001 日本哲学史 特殊講義 2 前期 水 4 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学４３
5331002 日本哲学史 特殊講義 2 後期 水 5 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学４４

5331005 日本哲学史 特殊講義 2 前期集中 他 他
ハンス・ペーター　リーダー
バッハ

日本語 ○ 思想文化学４５

5430001 倫理学 特殊講義 4 通年 火 3 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学４６
5431001 倫理学 特殊講義 2 前期 木 2 林　芳紀 日本語 ○ 思想文化学４７
5431002 倫理学 特殊講義 2 後期 木 2 林　芳紀 日本語 ○ 思想文化学４８
5431003 倫理学 特殊講義 2 前期集中 他 他 荻原　理 日本語 ○ 思想文化学４９
5440001 倫理学 演習 4 通年 火 4 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学５０
5440002 倫理学 演習 4 通年 金 4 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学５１
5443003 倫理学 演習 2 前期 金 5 北尾　宏之 日本語 ○ 思想文化学５２
5443004 倫理学 演習 2 後期 金 5 北尾　宏之 日本語 ○ 思想文化学５３
5531003 宗教学 特殊講義 2 前期 水 4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学５４
5531004 宗教学 特殊講義 2 後期 水 4 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学５５
5531005 宗教学 特殊講義 2 前期 火 4 伊原木　大祐 日本語 ○ 思想文化学５６
5531006 宗教学 特殊講義 2 後期 火 5 伊原木　大祐 日本語 ○ 思想文化学５７
5541001 宗教学 演習 2 前期 水 5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学５８
5541002 宗教学 演習 2 後期 水 5 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学５９
5541004 宗教学 演習 2 前期 火 3 伊原木　大祐 日本語 ○ 思想文化学６０
5541005 宗教学 演習 2 後期 火 4 伊原木　大祐 日本語 ○ 思想文化学６１
5541006 宗教学 演習 2 前期 火 5 竹内　綱史 日本語 ○ 思想文化学６２
5551001 宗教学 講読 2 前期 木 3 下田　和宣 日本語 ○ 思想文化学６３
5551002 宗教学 講読 2 後期 木 3 下田　和宣 日本語 ○ 思想文化学６４
5631001 キリスト教学 特殊講義 2 前期 水 2 津田謙治 日本語 ○ 思想文化学６５
5631002 キリスト教学 特殊講義 2 後期 水 2 津田謙治 日本語 ○ 思想文化学６６
5631003 キリスト教学 特殊講義 2 前期 火 2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学６７
5631004 キリスト教学 特殊講義 2 後期 火 2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学６８
5631005 キリスト教学 特殊講義 2 後期 月 5 岩野祐介 日本語 ○ 思想文化学６９
5631006 キリスト教学 特殊講義 2 前期集中 他 他 加藤喜之 日本語 ○ 思想文化学７０
5641001 キリスト教学 演習 2 前期 金 2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学７１
5641002 キリスト教学 演習 2 後期 金 2 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学７２
5641003 キリスト教学 演習 2 前期 水 5 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学７３
5641004 キリスト教学 演習 2 前期 金 5 淺野　淳博 日本語 ○ 思想文化学７４
5641005 キリスト教学 演習 2 後期 金 4 河﨑　靖 日本語 ○ 思想文化学７５
5641006 キリスト教学 演習 2 前期 水 4 津田　謙治 日本語 ○ 思想文化学７６
5641007 キリスト教学 演習 2 後期 水 4 津田　謙治 日本語 ○ 思想文化学７７
9639001 ヘブライ語（初級）(語学) 語学 2 前期 火 3 手島　勲矢 日本語 ○ 思想文化学７８
9640001 ヘブライ語（中級）(語学) 語学 2 後期 火 3 手島　勲矢 日本語 ○ 思想文化学７９
M272001 キリスト教学 演習 4 通年 火 4 芦名　定道,津田  謙治 日本語 ○ 思想文化学８０
5731003 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水 3 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学８１
5731004 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水 3 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学８２
5731005 美学美術史学 特殊講義 2 前期 金 3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学８３
5731006 美学美術史学 特殊講義 2 後期 金 3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学８４
5731007 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水 2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学８５
5731008 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水 2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学８６
5731009 美学美術史学 特殊講義 2 前期 金 2 稲本　泰生 日本語 ○ 思想文化学８７
5731010 美学美術史学 特殊講義 2 後期 金 2 稲本　泰生 日本語 ○ 思想文化学８８
5731011 美学美術史学 特殊講義 2 前期 火 3 岡田　暁生 日本語 ○ 思想文化学８９
5731012 美学美術史学 特殊講義 2 後期 火 3 岡田　暁生 日本語 ○ 思想文化学９０
5731013 美学美術史学 特殊講義 2 後期 火 2 加須屋　明子 日本語 ○ 思想文化学９１
5731014 美学美術史学 特殊講義 2 前期集中 他 他 岡本　源太 日本語 ○ 思想文化学９２
5731015 美学美術史学 特殊講義 2 前期 月 3 武田　宙也 日本語 ○ 思想文化学９３
5731016 美学美術史学 特殊講義 2 後期 月 3 武田　宙也 日本語 ○ 思想文化学９４
5731017 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水 1 永井　隆則 日本語 ○ 思想文化学９５
5731018 美学美術史学 特殊講義 2 前期 水 5 筒井 忠仁 日本語 ○ 思想文化学９６
5731019 美学美術史学 特殊講義 2 後期 水 5 筒井 忠仁 日本語 ○ 思想文化学９７

単位 講義期間 曜日 時限講義コード 講義科目名 講義別 授業担当者 使用言語 シラバス連番 備考

・※は事前に相談が必要です。
・2020年3月2日現在　（赤字は1月24日以降の変更箇所です）



履修・聴講可否

大学院聴講生
単位 講義期間 曜日 時限講義コード 講義科目名 講義別 授業担当者 使用言語 シラバス連番 備考

5745003 美学美術史学 演習II 2 後期 木 2 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学９８
5745004 美学美術史学 演習II 2 前期 木 2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学９９
5745005 美学美術史学 演習II 2 前期 月 2 永井　隆則 日本語 ○ 思想文化学１００
5745006 美学美術史学 演習II 2 後期 木 3 倉持　充希 日本語 ○ 思想文化学１０１
5745007 美学美術史学 演習II 2 前期 木 1 江尻　育世 日本語 ○ 思想文化学１０２
5101001 系共通科目(哲学) 講義 4 通年 火 5 出口　康夫 日本語 ○ 思想文化学１０３ 学部科目
5204001 系共通科目(西洋中世哲学史) 講義 2 前期 水 2 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学１０４ 学部科目
5206001 系共通科目(西洋中世哲学史) 講義 2 後期 水 2 周藤　多紀 日本語 ○ 思想文化学１０５ 学部科目
5208001 系共通科目(西洋近世哲学史) 講義 2 前期 水 ３ 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学１０６ 学部科目
5210001 系共通科目(西洋近世哲学史) 講義 2 後期 水 ３ 大河内　泰樹 日本語 ○ 思想文化学１０７ 学部科目
5302001 系共通科目(日本哲学史) 講義 2 前期 火 5 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学１０８ 学部科目
5304001 系共通科目(日本哲学史) 講義 2 後期 火 5 上原　麻有子 日本語 ○ 思想文化学１０９ 学部科目
5401001 系共通科目(倫理学) 講義 4 通年 金 3 児玉　聡 日本語 ○ 思想文化学１１０ 学部科目
5502001 系共通科目(宗教学A) 講義 2 前期 火 1 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学１１１ 学部科目
5503001 系共通科目(宗教学B) 講義 2 後期 火 1 杉村　靖彦 日本語 ○ 思想文化学１１２ 学部科目
5543001 宗教学 基礎演習 2 前期 金 4 杉村　靖彦,伊原木大祐 日本語 ○ 思想文化学１１３ 学部科目
5543002 宗教学 基礎演習 2 後期 金 4 杉村　靖彦,伊原木大祐 日本語 ○ 思想文化学１１４ 学部科目
5602001 系共通科目(キリスト教学) 講義 2 前期 木 1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学１１５ 学部科目
5604001 系共通科目(キリスト教学) 講義 2 後期 木 1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学１１６ 学部科目
5651001 キリスト教学 講読 2 前期 水 1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学１１７ 学部科目
5651002 キリスト教学 講読 2 後期 水 1 芦名　定道 日本語 ○ 思想文化学１１８ 学部科目
5705001 系共通科目(美学) 講義 2 前期 水 4 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学１１９ 学部科目
5706001 系共通科目(西洋美術史) 講義 2 前期 水 3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学１２０ 学部科目
5707001 系共通科目(美学) 講義 2 後期 水 4 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学１２１ 学部科目
5708001 系共通科目(日本・東洋美術史) 講義 2 前期 金 1 根立　研介 日本語 ○ 思想文化学１２２ 学部科目
5709001 系共通科目(西洋美術史) 講義 2 後期 水 3 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学１２３ 学部科目
5710001 系共通科目(日本・東洋美術史) 講義 2 後期 金 1 筒井 忠仁 日本語 ○ 思想文化学１２４ 学部科目
5745001 美学美術史学 演習II 2 前期 木 1 平川　佳世 日本語 ○ 思想文化学１２５ 学部科目
5745002 美学美術史学 演習II 2 後期 金 2 杉山　卓史 日本語 ○ 思想文化学１２６ 学部科目
5753001 美学美術史学 講読 2 前期 木 2 筒井 忠仁 日本語 ○ 思想文化学１２７ 学部科目
5753002 美学美術史学 講読 2 後期 木 2 髙井　たかね 日本語 ○ 思想文化学１２８ 学部科目



思想文化学１

科目ナンバリング 　G-LET01 65131 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 滋賀大学 経済学部 教授 西村　正秀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  知覚と認知

 [授業の概要・目的]
知覚は古くから哲学の中心問題の一つであり、現在でもその重要性は損なわれていない。また、現
代の知覚の哲学は経験科学との領域横断的分野という特色も有している。本講義では、現代の知覚
の哲学における問題群の中から知覚と認知の関係に焦点を合わせて、知覚の本性について理解を深
める。その手段として、知覚と認知に関する哲学的議論をそれに関連する経験科学の知見とともに
概観し、その意義と成否を検討する。具体的には、知覚経験は表象であるのか、知覚は認知的に侵
入可能なのか、知覚経験は因果性や美的性質といった高次性質を表象するのか、知覚と認知の関係
はどのような認識論的含意を持つのか、といった問題を検討する。

 [到達目標]
現代の知覚の哲学について、その主要テーマの一つである「知覚と認知の関係」の諸問題と代表的
議論を理解し、批判的に検討できるようになる。

 [授業計画と内容]
1.　知覚経験は表象であるのか【3週】
　　知覚内容、志向説とそのライバル理論
2.　知覚の計算モデル【2週】
　　知覚の計算モデル、無意識の知覚
3.　知覚の認知的侵入可能性【2週】
　　知覚の認知的侵入可能性、概念主義と非概念主義
4.　注意【2週】
　　様々な注意の理論、注意と知覚
5.　高次性質の表象可能性【3週】
　　因果性・種的性質・美的性質などの表象可能性
6.　知覚による正当化【2週】
　　内在主義と外在主義、認知的侵入可能性と知覚による正当化
7.　知覚のベイズ主義的アプローチ【1週】

 [履修要件]
特になし

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
レポート（2回：一回目30点、二回目70点）で評価する。レポートの課題・提出方法・時期につい
ては講義の中で指示する。レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。なお、レポー
トは全回提出を必須とする（一回目のレポートを提出しなかった者については、二回目のレポート
を受理しない）。

 [教科書]
講義で使用する資料は授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Bence Nanay (ed.) 『Current Controversies in Philosophy of Perception』（Routledge）
John Zeimbekis and Athanassios Raftopoulos (eds.) 『The Cognitive Penetrability of Perception: New 
Philosophical Perspectives』（Oxford University Press）
Katherrine Hawley and Fiona Macpherson (eds.) 『The Admissible Contents of Experience』（Willey-
Blackwell）
ウィリアム・フィッシュ 『知覚の哲学入門』（勁草書房）ISBN:978-4-326-10236-5
その他の参考文献については授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義と関連する資料（論文など）を随時指示するので、それを予習として読んでくることが授業理
解の助けとなる。

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



思想文化学２

科目ナンバリング 　G-LET01 65131 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 村上　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現象学的な質的研究の方法

 [授業の概要・目的]
現象学的な質的研究は看護学を中心として医療福祉領域以外にもさまざまな実践領域で試みられる
ようになっています。インタビューや参与観察のデータを分析する技法ですが、内在的個別的な視
点を取る点で他の質的研究の技法と比べても際立った特徴を持っています。
本講義では現象学的な質的研究がどのような方法論の研究方法なのか、具体的な事例分析をもちい
ながら概説していきます。グループワークも用いながら実践的に身に着けていくトレーニングを行
います。

すでにデータ分析を行っている方に発表をお願いする予定です。
（哲学史の知識はまったく不要です）

 [到達目標]
現象学的な質的研究を自ら行うことができるようになること。

 [授業計画と内容]
第1回：現象学とは何か
第2回：ナラティブ・メディスンのワークショップ（リタ・シャロンを参考に）
第3回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師1
第4回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師2
第5回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師3
第6回：ナラティブ・メディスンのワークショップ2
第7回：現象学的な質的研究の事例分析：貧困地域の子育て支援1
第8回：現象学的な質的研究の事例分析：貧困地域の子育て支援2
第9回：現象学的な質的研究の事例分析：貧困地域の子育て支援3
第10回：学生による発表1
第11回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師B1
第12回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師B2 
第13回：現象学的な質的研究の事例分析：母性看護専門看護師B3
第14回：学生による発表2
第15回：まとめ
最新の調査データを用いるため以上の計画は暫定的なものであり、授業の進み具合等によって適宜
変更する。

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業への参加50％、レポート50％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
村上靖彦 『摘便とお花見　看護の語りの現象学』（医学書院）ISBN:978-4260018616
村上靖彦 『在宅無限大　訪問看護師がみた生と死』（医学書院）ISBN:978-4260038270
井部俊子・村上靖彦 『現象学でよみとく専門看護師のコンピテンシー』（医学書院）ISBN:978-
4260038867
リタ・シャロン他 『ナラティブ・メディスンの原理と実践』（北王子書房）ISBN:978-4762830709

 [授業外学修（予習・復習）等]
初回に配布する資料を読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
お問い合わせはmurakami@hus.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学３

科目ナンバリング 　G-LET01 65131 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

首都大学東京人文科学研究科
教授　　　　　　　　　　　 松阪　陽一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  後期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  言語哲学入門: 表象・記号の概念を中心にして

 [授業の概要・目的]
言語はわれわれにとって最も身近な表象の体系であるが、そもそもあるものが他のものの「表象」、
あるいは「記号」になるとはいかなることなのかを考察する。パースやフレーゲ、ラッセル、ウィ
トゲンシュタインに始まり、グライスやデイウィド・ルイス、ミリカンといった哲学者たちに至る
一連の見解を検討しつつ、この問いに対する答えを模索することを本講義の目的とする。

 [到達目標]
１）現代の言語哲学の基本概念を習得する。
２）「表象」あるいは「記号」に対するさまざまなアプローチを見ることで、言語に関する考察の
多様性に触れ、みずから考える能力を養う。

 [授業計画と内容]
(1)　イントロダクション---19世紀末から20世紀の言語哲学
(2)　フレーゲの意義(Sinn)と意味(Bedeutung)
(3)　ラッセルの記述の理論
(4)　前期ウィトゲンシュタイン(『論理哲学論考』)の像理論 
(5)　後期ウィトゲンシュタイン(『哲学探究』)による像理論の批判と「言語ゲーム」の導入
(6)　グライスによる「非自然的意味」の分析
(7)　デイウィド・ルイスによる「規約」と「規約的意味」の分析
(8)　進化ゲーム理論と「規約」の概念
(9)　表象に対する自然主義的アプローチ(1) ドレツキ
(10)　表象に対する自然主義的アプローチ(2)　ミリカン 
(11)　パースの記号論(1) 記号の三項関係
(12)　パースの記号論(2)　アイコン・インデックス・シンボル
(13)～(15)　表象・記号概念の統一的理解に向けて

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点(50%)、レポート(50%)

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(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]
必要に応じて授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
シラバスは変更することがある。
大学院生にはより積極的で専門的な観点からのコミットを期待したい。

※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。



思想文化学４

科目ナンバリング 　G-LET01 65131 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(特殊講義)
Philosophy (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Reading in Formal Philosophy

 [授業の概要・目的]
The nature of scientific theory has been the central issue in philosophy of science. In his recent book, The 
Logic in Philosophy of Science, Hans Halvorson applies category theory to elucidates some of the key 
concepts and questions like theoretical equivalence, (anti)realism, theoretical reduction, supervenience, etc. In 
this class we will closely read the book chapter by chapter and see how the formal apparatus contributes to 
our understanding of scientific theories. This is an upper-level course in formal philosophy, where students 
are expected to have some familiarity with formal methods (logic and set theory) and to engage with the 
technical texts and discussions. Students with no background knowledge can still take the course, but it may 
prove to be challenging. 

 [到達目標]
At the end of this course, students should have
* The ability to read formal texts in philosophy. 
* The understanding of philosophical issues on the nature of scientific theories. 
* A working understanding of formal theories (logic, category theory etc.) and their implications to 
philosophical problems.  

 [授業計画と内容]
Each week we will read 10 to 20 pages from the textbook. Every student must read the text, note down 
comments and questions, and prepare for discussion. We assign one student for each week who is responsible 
for giving a summary of the text and leading discussion. Depending on the size of the class, students may 
need to make more than one presentation. 

1. Introduction [1 week]
2. Reading and discussion [13 weeks]
    - Metatheory
    - Category of sets
    - Category of propositional theories 
    - Syntactic metalogic
    - Semantic metalogic
    - From metatheory to philosophy
3. Wrap-up [1 week]

哲学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



哲学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
Students must have taken a course on logic. Students not familiar with category theory may find it helpful to 
read the suggested reference book in advance. 

 [成績評価の方法・観点]
Presentation, participation to in-class discussion, and a short term paper.

 [教科書]
Hans Halvorson 『The logic in philosophy of science』（Cambridge UP）

 [参考書等]
  （参考書）
 西郷甲矢人・能美十三 『圏論の道案内』（技術評論社）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.philosophy.bun.kyoto-u.ac.jp/junotk/ja/teaching.html

 [授業外学修（予習・復習）等]
Students must read the textbook carefully and try to prove theorems and to solve exercises by themselves.

（その他（オフィスアワー等））
Tuesday 10:30-12:00 or by appointment.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学５

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of Self I

 [授業の概要・目的]
What is self? How is self experienced? Those questions are among the most important ones for the Western 
and Eastern philosophies for millennia. They have been also much discussed in such fields as psychology, 
cognitive science, psychiatry and sociology. This co-teaching seminar will explore those questions from the 
perspectives of contemporary philosophy and history of philosophy, taking into account Eastern 
philosophical ideas of self. One of its co-teachers, Prof. Deguchi, will take contemporary philosophical 
approach to them, surveying contemporary debates on self and proposing his own view on self, that is, self-as-
we. Another co-teacher, Prof. Yumiko Inukai, will examines two prominent philosophies on self in the 
Western tradition; i.e., those of David Hume (1711-1776) and William James (1842-1910). 

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

 [授業計画と内容]
1 Introduction to philosophy and history of philosophy of Self 
2 Contemporary theories on Self 
3 David Hume on self (I)
4 Self-as-We (I): Entrustment and Distribution of Agency
5 David Hume on self (II)
6 Self-as-We (II): Self-as-We vs. Self-as-I
7 David Hume on self (III)
8 Self-as-We (III): Ontological Status of Self-as-We
9 William James on self (I)
10 Self-as-We (IV): Self and Action
11 William James on self (II)
12 Self-as-We (V): Ethical Implications of Self-as-We
13 Summary

 [履修要件]
特になし

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点]
Report 50% Performances in classes 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]
Students are expected to attend each session after having read all materials for discussions. Graduates 
students are also expected to lead discussions in the seminar.

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



思想文化学６

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Philosophy of Self II

 [授業の概要・目的]
What is self? How is self experienced? Those questions are among the most important ones for the Western 
and Eastern philosophies for millennia. They have been also much discussed in such fields as psychology, 
cognitive science, psychiatry and sociology. This seminar will explore those questions from the perspectives 
of contemporary philosophy, taking into account Eastern philosophical ideas of self. The teacher will survey 
contemporary debates on self and related topics and then propose his own view on self, that is, self-as-we, 
and explore its ethical and existential consequences.

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

 [授業計画と内容]
1 Introduction to philosophy of Self 
2 Self-as-We: A Brief Summary of ‘Philosophy of Self I’
3 Self-as-We and Its Implications to Agency
4 Self-as-We and Its Implications to Autonomy
5 Self-as-We and Other Theories on Self
6 Self-as-We and Other Theories on ‘We’
7 Logic of Self-as-We
8 Dialogical Self and Dialogical Life
9 Existential Implications of Self-as-We
10 Heterogeneity of Self-as-We
11 Self-as-We and Contradiction 
12 Self-as-We and Dialetheism
13 Summary

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Report 50% Performances in classes 50%

 [教科書]
使用しない

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(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]
Students are expected to attend each class after having read all the materials for discussions. Graduate 
students are also expected to lead discussions in the seminar.

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



思想文化学７

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大学
ノースリッジ校 教授　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期不定曜時限 日程はシラバス参照

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Verbal Disputes

 [授業の概要・目的]
Some disputes in philosophy are about facts, while others are about words. But the distinction is not always 
clear-cut, and since the so-called "linguistic turn" in the mid twentieth century, the distinction is often 
deliberately ignored. We examine the issue of verbal disputes versus substantive disputes and gain 
appreciation of how it affects philosophical discussion. We try to do so with an eye toward helping students 
acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to maximize the quality of their study in 
all areas of philosophy.

 [到達目標]
We aim to obtain deep and accurate mastery of the contemporary analytic philosophical method by studying 
the relation between verbal disputes and substantive disputes. We strive to cultivate philosophical and 
linguistic abilities to enable us to engage in intellectual discussion of the highest degree of sophistication in 
English.

 [授業計画と内容]
(授業計画と内容)
We read three articles, listed below, and carefully examine the arguments found in them.

1. Hirsch, Eli 2005. Physical-object ontology, verbal disputes, and common sense. Philosophy
and Phenomenological Research 70:67-97.
2. Hirsch, Eli, 2009, “Ontology and Alternative Languages,” in Chalmers, Manley, & Wasserman (eds.), 
Metametaphysics:  New Essays onthe Foundations of Ontology (Oxford: Oxford University Press): 231-59.
3. Sider, Theodore, 2009, "Ontological Realism," in Chalmers, Manley, & Wasserman (eds.), 
Metametaphysics:  New Essays onthe Foundations of Ontology (Oxford: Oxford University Press).

The reading list is subject to change.

Below is a provisional course schedule for June - August 2019, subject to change at any time:

06/03 1. Hirsch
06/04 1. Hirsch
06/10 1. Hirsch
06/11 1. Hirsch
06/17 1. Hirsch
06/24 2. Hirsch
06/25 2. Hirsch
07/01 2. Hirsch
07/02 2. Hirsch
07/08 Buffer Day

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

07/09 3. Sider
07/15 3. Sider, Writing Assignment Announced
07/16 3. Sider
07/22 3. Sider
07/23 3. Sider
08/14 Not a Class Day, Writing Assignment due at 12:00 noon

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

 [成績評価の方法・観点]
Term paper and participation in class discussion.

 [教科書]
Articles made available to the students by the instructor. See [授業計画と内容] above. 

 [参考書等]
  （参考書）
The following entries in Stanford Encyclopedia of Philosophy (online)
https://plato.stanford.edu/ :

Logical Pluralism (Gillian Russell): 1.5 and 2
Ontological Commitment (Phillip Bricker): 6

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

Here are three useful links:

   James Pryor’s Guidelines on Reading and Writing Philosophy:

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

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

   Angela Mendelovici’s Sample Philosophy Paper:

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Social Epistemology

 [授業の概要・目的]
Knowledge is a social phenomenon: most of our knowledge comes from teachers, peers, news, and experts, 
and we calibrate our opinions with these held in the society we live in. Social epistemology is a recent 
development in philosophical epistemology that deals with such collective or social dimensions of knowledge.
 In this class we will read collective essays on social epistemology and look into some of its major issues, 
including whether we should trust other’s testimony, when novices can rely on experts, how to solve 
disagreement among peers, how to form a collective belief, how issues of gender and diversity affect 
epistemology, etc. 

 [到達目標]
At the end of this course, students should have
* the ability to analyze philosophical texts and to identify the argumentative structure. 
* the ability to write a philosophical essay.
* a working understanding of some key issues of social epistemology.

 [授業計画と内容]
In the first few weeks the lecturer will give a general interaction of social epistemology and some of its key 
questions. In the remaining weeks students give a presentation and lead discussions on the topic of their 
choice. Depending on the size of the class, we form small groups of two or three students. Each group is 
responsible for at least one presentation, and each member of the group must turn in a short essay on the 
week of their presentation. Reading is mandatory in this class: every student is required to read the assigned 
English texts which on average are 20 pages/week. 

1. Introduction [3 weeks]
2. Students' presentation and discussion [about 11 weeks]
    * Testimony and experts
    * Peer disagreement
    * Epistemic relativism
    * Collective knowledge
    * Epistemic injustice
    * Social structure and knowledge
3. Wrap-up [1 week]

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
30% Class presentation and short essay 
20% Participation 
50% Final paper

 [教科書]
Goldman and Whitcomb 『Social Epistemology: Essential Readings』（Oxford UP）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.philosophy.bun.kyoto-u.ac.jp/junotk/ja/teaching.html

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

（その他（オフィスアワー等））
Tuesday 10:30-12:00 or by appointment.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ) 
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Pragmatism

 [授業の概要・目的]
Pragmatism has been one of the central philosophical traditions in the 20th century analytic philosophy, and 
has recently gathered renewed attention. In this class, we will read classical as well and recent works of 
pragmatic philosophy to learn its basic idea and implications. This is a lower-level course and does not 
presuppose any exposure to the relevant literatures. 

 [到達目標]
* To learn the main ideas of pragmatism 
* To be able to read classical philosophical texts in English
* To be able to write a philosophical essay. 

 [授業計画と内容]
We will use 伊藤邦武『プラグマティズム入門』（ちくま新書） as the main textbook and selected 
papers written by the focal philosophers for additional reading. Everyone must read the textbook. We assign 
presenters and moderators of discussion each week. The presenters will give a presentation of the assigned 
and additional reading material, while the moderators ask questions and lead the discussion. In addition, 
every student must turn in three short essays during the semester, which summarize and analyze texts and/or 
philosophers covered in the class. 

Week 1: Introduction
Week 2, 3: Pierce
Week 4, 5: James
Week 6, 7: Dewey
Week 8, 9: Quine
Week 10, 11: Rorty
Week 12, 13: Putnum
Week 14, 15: Wrap-up

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Presentation 20%
Short essays 30%
Final paper 50%

哲学(演習Ｉ)   (2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)   (2)

 [教科書]
伊藤邦武 『プラグマティズム入門』（ちくま新書）

 [参考書等]
  （参考書）
シェリル・ミサック 『プラグマティズムの歩き方（上・下）』（勁草書房）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.philosophy.bun.kyoto-u.ac.jp/junotk/ja/teaching.html

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

（その他（オフィスアワー等））
Tuesday 10:30-12:00 or by appointment.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１０

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大学
ノースリッジ校 教授　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  後期不定曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Verbal Disputes 

 [授業の概要・目的]
Some disputes in philosophy are about facts, while others are about words. But the distinction is not always 
clear-cut, and since the so-called "linguistic turn" in the mid twentieth century, the distinction is often 
deliberately ignored. We examine the issue of verbal disputes versus substantive disputes and gain 
appreciation of how it affects philosophical discussion. We try to do so with an eye toward helping students 
acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to maximize the quality of their study in 
all areas of philosophy.

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

 [授業計画と内容]
We read the following two articles and examine the arguments found in them:

1. Chalmers, David J. 2009, "Ontological Anti-Realism," in Chalmers, Manley, & Wasserman (eds.), 
Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology (Oxford: Oxford University Press).
2. Chalmers, David J., 2011, “Verbal Disputes,” The Philosophical Review 120 (4): 515-66.

This reading list is subject to change.

Below is a provisional course schedule for December 2020 - February 2021, subject to change at any time:

12/08 1. Chalmers 
12/09 1. Chalmers 
12/10 1. Chalmers 
12/15 1. Chalmers 
12/16 1. Chalmers 
12/17 1. Chalmers 
12/22 1. Chalmers 
12/23 Buffer Day
12/24 2. Chalmers 
01/05 2. Chalmers, Writing Assignment Announced
01/06 2. Chalmers 
01/07 2. Chalmers 
01/12 2. Chalmers 
01/13 2. Chalmers 
01/14 2. Chalmers 

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

02/04 or 24 Not a Class Day, Writing Assignment due at 12:00 noon

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

 [成績評価の方法・観点]
Term paper and participation in class discussion.

 [教科書]
Articles made available to the students by the instructor. See (授業計画と内容) above.

 [参考書等]
  （参考書）
The following entries in Stanford Encyclopedia of Philosophy (online) 
https://plato.stanford.edu/ : 

    (1) Logical Pluralism (Gillian Russell): 1.5 and 2
    (2) Ontological Commitment (Phillip Bricker): 6

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

Here are three useful links: 

 James Pryor’s Guidelines on Reading and Writing Philosophy (online): 

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

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

 Angela Mendelovici’s Sample Philosophy Paper (online): 

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大西　琢朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学的論理学初歩

 [授業の概要・目的]
現代哲学の論文を読み、書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。初歩的な集合論、古典
命題・述語論理、様相命題・述語論理、および関連する哲学的議論について学ぶ。

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

 [授業計画と内容]
1. 導入 
2. 初歩的な集合論 
3. 古典命題論理(1) 形式言語を定義する
4. 古典命題論理(2) 反例モデルと妥当性
5. 古典命題論理(3) 実質含意の諸問題
6. 様相命題論理(1) 様相と可能世界
7. 様相命題論理(2) 妥当性
8. 様相命題論理(3) 対応理論
9. 古典述語論理(1) 量化子
10.古典述語論理(2) 多重量化
11.古典述語論理(3) 同一性
12.様相論理と述語論理
13.述語様相論理(1) De reとDe dicto
14.述語様相論理(2) 定領域・可変領域
15.総括：論理学から広がる世界

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
宿題と学期末のレポートにより評価する

 [教科書]
使用しない。レジュメを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

  （関連ＵＲＬ）
https://sites.google.com/site/onishitakuro/teaching/2019logic(2019年度のレジュメはここからダウンロー
ドできる。)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎週、宿題を出題する。

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



思想文化学１２

科目ナンバリング 　G-LET01 75143 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習Ｉ)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大西　琢朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  哲学的論理学：非古典論理

 [授業の概要・目的]
現代哲学の論文を読み、書くために必要とされる論理学の基礎を習得する。厳密含意の理論、直観
主義論理、多値論理、関連性論理、および関連する哲学的議論について学ぶ。

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

 [授業計画と内容]
1. 導入 
2. 厳密含意(1) 実質含意のパラドクス
3. 厳密含意(2) 厳密含意のパラドクス
4. 直観主義論理(1) BHK解釈と証明論的意味論
5. 直観主義論理(2) フレームとモデル
6. 直観主義論理(3) 構成性
7. 直観主義論理(4) S4への埋め込み
8. 多値論理(1) 整合性・完全性
9. 多値論理(2) FDE, LP, K3, CL
10.関連性論理(1) 関連性の誤謬
11.関連性論理(2) 不可能世界
12.関連性論理(3) 3項関係意味論
13.関連性論理(4) 構造規則と関連性
14.様相演算子としての否定
15.総括：非古典論理と哲学

 [履修要件]
同講師による前期の哲学(演習I)を履修しておくことが望ましい。そうでない場合は、様相論理の可
能世界意味論に習熟しているのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
宿題と学期末のレポートにより評価する。

哲学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
使用しない。レジュメを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://sites.google.com/site/onishitakuro/teaching/2019logic(2019年度のレジュメはここからダウンロー
ドできる。)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎週、宿題を出題する。

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



思想文化学１３

科目ナンバリング 　G-LET01 75150 SE34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I)
Philosophy

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 犬飼　由美子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期不定曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Self, Non-self and Consciousness

 [授業の概要・目的]
The common-sense view of consciousness is that it is something that the self either has or does: the self is the 
subject of experience, and being conscious is either a property of the self or an action performed by the self. 
This common-sense view is challenged by non-egological theories, theories that deny the existence of the self.
 Modern cognitive science denies that there is such a thing as a self existing separately from the body and the 
brain. Buddhists also deny the existence of a self that might serve as subject of experience, but at the same 
time they reject the physicalism of modern cognitive science. In these lectures we explore whether either non-
egological approach can be made to work.

We begin by exploring just what it means to say that one is conscious. Do conscious mental states have a 
subject-act-object structure, or some other structure? Are they representational or iconic in nature, or is their 
function instead one that is exhausted in presenting an object? We then take up the question of how self-
knowledge is possible. We presumably know that we are conscious#8212that we are not zombies. How is this 
possible? We investigate three different answers: the view that consciousness is reflexive in nature, the 
higher-order or introspective perception account, and the higher-order thought or theory-theory approach. Our 
aim in all this is to try to work out whether a non-egological approach to our existence as persons can be 
made compatible with a plausible account of consciousness.

 [到達目標]
Students will learn various theories of consciousness, specifically the reflexivity or non-reflexivity of 
consciousness. They will tackle the question of how a non-egological approach to our existence (exemplified 
by Humean/Jamesian and Buddhist views) can be made to work.

 [授業計画と内容]
1. Introduction
2. Structure of Consciousness 
3. Intentionality of Consciousness
4. Self-Consciousness
5. Reflexivity of Consciousness I
6. Reflexivity of Consciousness II
7. Higher-Order Theory of Consciousness
8. Warp-up

哲学(演習I)(2)へ続く↓↓↓



哲学(演習I)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Final Paper: 50%
Participation/Performance in Class: 50%

 [教科書]
授業中に指示する
To be distributed in class

 [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]
Read assigned readings prior to class.
Graduates students are also expected to lead discussions in the seminar.

（その他（オフィスアワー等））
TBA

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１４

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

哲学（語学）
Greek

  担当者所属・
  職名・氏名

兵庫県立大学環境人間学部
准教授　　　　　　　　　 西村　洋平

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語を学ぶ

 [授業の概要・目的]
　古典ギリシア語（アッティカ方言）の基礎を学ぶ。基本語彙や活用・語形変化を覚え、初級文法
を習得することを目指す。辞書や文法書を片手に、古典ギリシア語で書かれた文献を自力で読むた
めの基礎力を身に付けることが目的である。
　哲学、歴史、文学、数学、弁論、法律など、あらゆる学問の古典はギリシア語で書かれている。
これらの古典を専門とする学生にとって古典ギリシア語の習得は必須である。西洋古代を専門とは
しない学生にとっても、自らの専門の根源を知り、その研究を深めるために、古典ギリシア語は重
要なツールとなるであろう。

 [到達目標]
古典ギリシア語の基礎文法を理解する。
簡単な文章を読み、語形や構文の説明ができるようになる。
古典ギリシア語で書かれた文献の自主的な読解や、講読・演習などに取り組む語学力を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション、ギリシア文字の読み方・書き方
第2回から第14回　古典ギリシア語初歩の解説
　教科書の第3課から第17課までを解説する。毎回、文法事項の説明を45分、宿題の答え合わせ・
解説を45分行う。また活用・変化を覚えてもらうために小テストを2・3回実施する。
期末試験
第15回　フィードバック（試験の解説、前期の復習）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
練習問題への取り組み（30％）、小テスト（20％）、試験（50％）で評価する。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）

 [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]
毎回課される練習問題に取り組み、活用・変化を覚えるために繰り返し自習することが求められる。

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



思想文化学１５

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

哲学（語学）
Greek

  担当者所属・
  職名・氏名

兵庫県立大学環境人間学部
准教授　　　　　　　　　 西村　洋平

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語を学ぶ

 [授業の概要・目的]
　古典ギリシア語（アッティカ方言）の基礎を学ぶ。基本語彙や活用・語形変化を覚え、初級文法
を習得することを目指す。辞書や文法書を片手に、古典ギリシア語で書かれた文献を自力で読むた
めの基礎力を身に付けることが目的である。
　哲学、歴史、文学、数学、弁論、法律など、あらゆる学問の古典はギリシア語で書かれている。
これらの古典を専門とする学生にとって古典ギリシア語の習得は必須である。西洋古代を専門とは
しない学生にとっても、自らの専門の根源を知り、その研究を深めるために、古典ギリシア語は重
要なツールとなるであろう。

 [到達目標]
古典ギリシア語の基礎文法を理解する。
簡単な文章を読み、語形や構文の説明ができるようになる。
古典ギリシア語で書かれた文献の自主的な読解や、講読・演習などに取り組む語学力を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回から第15回　古典ギリシア語初歩の解説
　教科書の第18課から第36課までを解説する。毎回、文法事項の説明を45分、宿題の答え合わせ・
解説を45分行う。また最後の3回は哲学・文学・歴史など履修者の関心に合わせて、短いテキスト
を講読する。

 [履修要件]
前期の「ギリシア語（初級I）」を履修しているか、それに相当する文法知識を持っていること。
詳しくは初回のイントロダクションの際に相談すること。

 [成績評価の方法・観点]
練習問題・講読への取り組みで評価する。また履修者数や学習状況によっては、授業内試験を実施
する。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）

哲学（語学）(2)へ続く↓↓↓



哲学（語学）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回課される練習問題に取り組み、語形変化・活用を覚えるための自習を行い、講読のために予習
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。



思想文化学１６

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

哲学（語学）
Latin

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（初級I）

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

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

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課・82節（＋付録分の2節））の前半部の内容を扱う。ラテン語の習得には多様
な語形変化への習熟が不可欠である。あらゆる局面で徹底的な暗記と練習が求められることを覚悟
して履修してもらいたい。

第1回～第14回：教科書第1節～第42節
定期試験
第15回：試験フィードバック

毎回の授業では、文法事項の解説を聞くことが中心となり、演習として、わずかながらではあるが、
教科書にある練習問題を解いてもらう（この練習問題は、宿題とすることもある）。なお、授業で
説明した事項の習熟度を確認するため、毎回小テストを実施する。

 [履修要件]
後期開講の「ラテン語（初級II）」とセットで受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（30％）・毎回の小テストの得点（30％）・定期試験の得点（40％）の合算による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

哲学（語学）(2)へ続く↓↓↓



哲学（語学）(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１７

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

哲学（語学）
Latin

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（初級II）

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

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

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課・82節（＋付録分の2節））の後半部の内容を扱う。ラテン語の習得には多様
な語形変化への習熟が不可欠である。あらゆる局面で徹底的な暗記と練習が求められることを覚悟
して履修してもらいたい。

第1回～第14回：教科書第43節～第82節
定期試験
第15回：試験フィードバック

毎回の授業では、文法事項の解説を聞くことが中心となり、演習として、わずかながらではあるが、
教科書にある練習問題を解いてもらう（この練習問題は、宿題とすることもある）。なお、授業で
説明した事項の習熟度を確認するため、毎回小テストを実施する。

 [履修要件]
前期開講の「ラテン語（初級I）」とセットで受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（30％）・毎回の小テストの得点（30％）・定期試験の得点（40％）の合算による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

哲学（語学）(2)へ続く↓↓↓



哲学（語学）(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１８

科目ナンバリング 　G-LET01 7M228 SB34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Graduate Students Seminar II

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

哲学(演習I) (2)へ続く↓↓↓



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

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



思想文化学１９

科目ナンバリング 　G-LET01 7M228 SB34　

授業科目名
　<英訳>

哲学(演習I) 
Philosophy (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
准教授 文学研究科 大塚　淳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Graduate Students Seminar II

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

哲学(演習I)  (2)へ続く↓↓↓



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

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



思想文化学２０

科目ナンバリング 　G-LET02 65231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  力能、活動、行為

 [授業の概要・目的]
アリストテレスが設定したエネルゲイア（活動・実現状態）／エンテレケイア（終極状態）とデュ
ナミス（可能・力能）という対概念は、現在では「現実」と「可能」として日常的概念となってい
るが、アリストテレス自身にとってこれらとキーネーシス（運動変化）はアリストテレスの自然学
や形而上学においてだけでなく、魂や生の理解においても基礎概念である。それだけに各概念の統
一性と関係の理解は容易ではない。しかし他方で、古代後期、中世、近世の各時代の哲学者、そし
て現代のネオアリストテリアンにとっても、これらの概念はいぜんとして重要性を失っていない。
哲学史と現代形而上学の動向にも目を配りつつ、これらの概念を基礎として世界と人間の生を理解
するとはどのような意義をもちうるのかを考える。

 [到達目標]
 哲学の基礎概念の原型と歴史、そしてその現在を再検討することを通じて、歴史的視点と理論的視
点から、哲学の基本問題を平明に考える力を養う。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進行や聴講者の理解などに対応して順
序や同一テーマの回数を変えることがある。
第１回　案内
第２回　デュナミス、エネルゲイア、エンテレケイアの語彙史
第３回　デュナミス、エネルゲイア、エンテレケイアの概念的関係
第４回　古代後期、中世、近世における諸概念の受容と変容
第５回　現代形而上学における分析
第６回　ネオアリストテリズムにおける受容
第７回　ウーシアーとエネルゲイア
第８回　形相とエネルゲイア・エンテレケイア、素材とデュナミス
第９回　「形而上学」Θ巻早わかり
第10回　「形而上学」Θ巻第六章の諸問題
第11回　行為、活動、運動
第12回　魂とエネルゲイア・エンテレケイア
第13回　神と知性、閑暇と遊び
第14回　act, action, activity, actuality
第15回　 まとめと展望

 [履修要件]
特になし

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
レポート（詳細については授業で説明する）。

 [教科書]
使用しない

 [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]
授業内で事前に読むべき資料などを配付するので、予習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学２１

科目ナンバリング 　G-LET02 65231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2020・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プラトンの形而上学説の再構築　その二

 [授業の概要・目的]
古代ギリシア哲学を代表するプラトンは「イデア論」を提唱した人として広く認知されています。
そしてプラトンの「イデア論」は、西洋哲学史に深刻な影響を与えてきたと理解されています。

しかしこのイデア論の内実については、基礎的なレベルで学者たちの同意が成立していません。そ
もそもほとんどの研究者は、①アリストテレスがプラトンの形而上学説を批判的に報告している箇
所に依拠してそれを「イデア論」と呼び、また②イデアとはしかじかのものだという想定にもとづ
いてプラトンの全著作からイデア論に関する議論やそれが論じられる著作（中期著作）を抽出した
上で、そのなかに典型的に見出される形而上学説をイデア論だと見做しています。しかし本講義の
講師は、①と②の基本方針こそプラトンの形而上学説に関して基礎的なレベルで同意が成立しない
原因だと考えます。そこで本講義では「イデア論」という用語が成立する前の段階、そしてイデア
論的著作が選別される前の段階にいったん差し戻して、プラトンの全著作から形而上学説を再構築
し直すことを試みます。

本年度は、昨年度の準備段階（問題の所在の把握）を基礎として、プラトン形而上学説のなかでそ
の位置づけがあまり明確でない「大きさ」「美しさ」「正しさ」などのいわゆる「特性」(property)
の身分を再考察します。そのさいに、とくに『国家』第７巻522e5-524d5の「三本の指の例」および
『パイドン』95a4-107b10のいわゆる「魂の不死の最終論証」の箇所を考察の中心に据えたいと思い
ます。

 [到達目標]
西洋哲学史に深刻な影響を与えたプラトンの形而上学説をその基本から考え直すことを通じて、基
礎的な形而上学的研究を理解し、自分でも検討できるようになること。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画に従って講義を進めます。ただし受講者の理解の程度を考慮して、必要に応じ
た変更を加えながら話を進めたいと思います。

第１回　イントロダクション
第２回　「イデア論」とは何か　現代の学者たちの見解
第３回　「真実在説」という解釈
第４回　プラトンの著作年代順の問題
第５回　『国家』における「三本の指の例」(1)：概説
第６回　『国家』における「三本の指の例」(2)：実在と属性
第７回　『国家』における「三本の指の例」(3)：感覚と思考
第８回　『国家』における「三本の指の例」(4)：数学的対象
第９回　『パイドン』における原因の説明 (1)：概説
第１０回　『パイドン』における原因の説明  (2)：自然学や常識による原因説明

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

第１１回　『パイドン』における原因の説明  (3)：善による原因説明
第１２回　『パイドン』における原因の説明  (4)：形相による原因説明
第１３回　特徴づけられた状態と特性
第１４回　ソクラテスの「何であるか」の問い
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポートによって評価します。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
藤澤令夫 『藤澤令夫著作集２：イデアと世界』（岩波書店）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で参考書目を指示し、必要な資料を配付しますので、必要に応じて予習をして講義に臨んで
ください。

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



思想文化学２２

科目ナンバリング 　G-LET02 65231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

兵庫県立大学環境人間学部
准教授　　　　　　　　　 西村　洋平

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシアの「友愛」をめぐる思想

 [授業の概要・目的]
　西洋古代では「友愛」（philia）は哲学の中心的なトピックであった。友愛の本質とは何か、どれ
ほどの種類があり、いつ・どのようにして・何のためにそれは成立するのか。本講義ではプラトン
『リュシス』、アリストテレス『ニコマコス倫理学』第8-9巻を読む。その後、キケロ『友情につ
いて』を扱い、ヘレニズム期における友愛論の展開を確認する。テクストの議論を通して、古代友
愛論の哲学的な重要性について理解してもらうとともに、その現代的意義について検討する。

 [到達目標]
友愛をめぐる古代の議論を学び、その哲学史的展開の説明ができるようになる。
関連する哲学・倫理学的問題についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下の計画で講義を進めるが、進み具合に応じて、受講生の了解を得たうえでプランを変更するこ
とがある。

第1回　イントロダクション：「友愛」はどのようなテーマか
第2回　プラトン『リュシス』を読む（1）第1-2部
第3回　プラトン『リュシス』を読む（2）第3-4部
第4回　プラトン『リュシス』のまとめとディスカッション
第5回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む（1）：友愛の種類と定義
第6回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む（2）：家族、国家の友愛
第7回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む（3）：友愛の成立と解消
第8回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む（4）：自己愛と友愛
第9回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む（5）：人生における友愛の位置づけ
第10回　アリストテレス『ニコマコス倫理学』のまとめとディスカッション
第11回　プラトンとアリストテレスの比較検討
第12回　ヘレニズム期以降の友愛論（1）：エピクロス派
第13回　ヘレニズム期以降の友愛論（2）：ストア派
第14回　ヘレニズム期以降の友愛論（3）：キケロ
《レポート》
第15回　レポートの返却とフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
議論への取り組み（30%）、コメントシート（20%）、レポート（50%）により評価する。
レポートは、友愛をめぐる古代の議論とその発展、関連する哲学的・倫理学的問題を正しく理解し
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て考察ができているかを評価する。授業で扱った内容を把握したうえで、独自の議論ができている
ものについては高い点を与える。

 [教科書]
プラトン 『リュシス 友愛について（田中伸司訳）』（講談社学術文庫）ISBN:978-4062924597
アリストテレス 『ニコマコス倫理学　下（渡辺邦夫・立花幸司訳）』（光文社古典新訳文庫）
ISBN:978-4334753245
キケロ 『友情について（中務哲郎訳）』（岩波文庫）ISBN:978-4003361139
授業初回にテクストについての紹介をするので、そこでの指示に従うこと。

 [参考書等]
  （参考書）
関連するテーマに入る前に、使用するテクストと合わせて紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回指示されたテクストを読んで、与えられる課題について考えてくること。

（その他（オフィスアワー等））
積極的な質問と活発な議論を期待します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学２３

科目ナンバリング 　G-LET02 65231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

早稲田大学政治経済学術院
准教授　　　　　　　　　 稲村 一隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  アリストテレスの倫理学と政治哲学

 [授業の概要・目的]
本講義ではアリストテレスの倫理学と政治哲学の概要について説明します。『ニコマコス倫理学』
『エウデモス倫理学』『政治学』『分析論後書』『トピカ』といった著作を手掛かりに倫理学、政
治哲学上の重要なポイントを講義します。本講義では様々な学生の関心に応じられるように、古代
哲学だけでなく、その後の哲学史や現代の倫理学、正義論、政治哲学に与えた影響も説明するよう
にします。参加者の問題関心に即して内容を調整するつもりですが、今回の授業で焦点を当てるト
ピックとして以下の５つを想定しています。
1. 幸福と徳
2. 倫理学の方法論
3. フロネーシス（実践知）
4. 分配的正義
5. 応報と友愛

 [到達目標]
アリストテレスの倫理学と政治哲学の概要を理解し、広く西洋哲学史の中でアリストテレスの特徴
を把握すること。
哲学史のテクストを分析し、論文執筆に必要な議論を組み立てられるようになること。

 [授業計画と内容]
トピックごとにまとめて取り組む方が教育上の効果があるので、テーマごとのおおよその回数を記
載しておきます。

1. 幸福と徳（３回）
アリストテレスにおいて幸福や徳といった概念がどのように定義されたか。
現代の徳倫理学やケイパビリティ・アプローチにどのように影響を与えたか。

2. 倫理学の方法論（３回）
アリストテレスは倫理学の方法論をどのように構想したか。
弁証術や論理学関連の方法を倫理学でどのように活用しているか。
ジョン・ロールズの反照的均衡に対する影響はどのようなものか。

3. フロネーシス（３回）
アリストテレスはフロネーシスと呼ばれる倫理的な知をどのように捉えたか。
科学や技術といった知とフロネーシスの関係はどのようなものか。
実践三段論法の役割はどのようなものか。

4. 分配的正義（３回）
アリストテレスは分配的正義の観念を財や権力や名誉の分配にどのように応用したか。
アリストテレスの分配の構想は彼の目的論とどのように関連しているか。
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マイケル・サンデルの共和主義や和辻哲郎のポリス的人間の倫理学はアリストテレス受容史の特徴
としてどう位置づけられるのか。

5. 応報と友愛（３回）
古代ギリシア人の正義の観念（友達を助けて敵を害すること）がアリストテレスにおいてどのよう
に捉えられたか。
応報観念が、財の交換、権力の交替、刑罰といった場面でどのように応用されているか。
友情や愛情が応報概念を通してどのように分析されたか。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業への積極的な参加（20%)と授業中に行う複数回の小テスト（40%）と授業後のレポート（40%）
で評価します。

 [教科書]
アリストテレス 『ニコマコス倫理学』（どの出版社のものでも構いません。『ニコマコス倫理学』
は事前に購入するか図書館で借りるかして、必ず初回の授業から持ってきて下さい。）

 [参考書等]
  （参考書）
重要な参考文献は授業中に紹介しますが、例えば以下のような文献が関係しています。
ジュリア・アナス『徳は知なり』春秋社、2019年。
ハンナ・アレント『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994年。
マーサ・ヌスバウム『正義のフロンティア』法政大学出版局、2012年。
ジョン・マクダウェル『徳と理性』勁草書房、2016年。

授業内容の多くは以下の拙稿に基づいています。
Kazutaka Inamura, Justice and Reciprocity in Aristotle's Political Philosophy (Cambridge University Press, 
2015).

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習として授業中に指定した箇所をあらかじめ読んでくることが望ましい。
復習として授業内容を把握し、興味を持った点についてレポートすること。

（その他（オフィスアワー等））
不明な点があれば、いつでもメールで問い合わせて下さい（アドレス：kinamura@waseda.jp）。授
業前後に質問することもできます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学２４

科目ナンバリング 　G-LET02 65231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

兵庫県立大学環境人間学部
准教授　　　　　　　　　 西村　洋平

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プロティノスの美についての思想を読む

 [授業の概要・目的]
　古代末期の新プラトン主義哲学者プロティノスが書いた美についての論考は、ルネッサンスや近
代以降の美学・哲学・文学に大きな影響を与えたことは知られている。本授業では、プロティノス
第1論考（I, 6）「美について」と、第31論考（V, 8）「知性的な美について」（前半部のみの予定）
を精読し、プロティノスの美についての思想について議論する。さらにその後の影響史を概観し、
現代美学におけるプロティノスの「美」の思想の意義や位置づけを確認することにする。

 [到達目標]
プロティノスの思想を理解する。
古代の美をめぐる議論を学び、その影響史について自主的に調査する能力を養う。
哲学史研究の手法を習得する。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあい、出席者の関心などに対応
して同一テーマの回数や読む章などを変えることがある。

第1回　イントロダクション：プロティノスの紹介
第2回　第1論考「美について」を読む（1）：第1-3章の検討
第3回　第1論考「美について」を読む（2）：第4-6章の検討
第4回　第1論考「美について」を読む（3）：第7-9章の検討
第5回　第1論考のまとめとディスカッション
第6回　プロティノスの制作論：自然の制作、職人の制作
第7回　第31論考「知性的な美について」を読む（1）：第1-2章の検討
第8回　第31論考「知性的な美について」を読む（2）：第3-4章の検討
第9回　第31論考「知性的な美について」を読む（3）：第5-7章の検討
第10回　第31論考のまとめとディスカッション
第11回　ルネッサンスへの影響
第12回　近世哲学への影響
第13回　プロティノスの美の思想の現代的意義について（1）
第14回　プロティノスの美の思想の現代的意義について（2）
《レポート》
第15回　フィードバック、総括

 [履修要件]
特になし
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 [成績評価の方法・観点]
指定されたテクストを読み議論に積極的に参加しているか（40%）、学期末レポート（60%）を合
わせて評価する。

 [教科書]
斎藤忍随・左近司祥子訳 『プロティノス「美について」』（講談社）ISBN:978-4062919715
授業の初回のときにそのほかの文献を紹介するので、その指示に従うこと。

 [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]
毎回指定されたテクストを読み、理解を深めて授業に出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
積極的な質問と活発な議論を期待します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学２５

科目ナンバリング 　G-LET02 75240 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中畑　正志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目   神、知性、幸福 

 [授業の概要・目的]
神、知性、幸福は、古代のほとんどの思想家において、最も重要な概念のネットワークを構成して
いる。これらの諸概念が論じられるアリストテレス以後のテキストを参加者と協議のうえで選定し、
読み進める。

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

 [授業計画と内容]
参加者と相談の上で、取りあげるテキストを設定する。
以下は計画の一例である。
第１回　Introduction
第２回　Physica VIII 6. 258b10-259a6
第３回　Physica VIII 6 259a6-259b20
第４回　Physica VIII 6 259b20-260a19
第５回　Metaphysica 案内
第６回　Metaphysica Λ 1
第７回　Metaphysica Λ 2
第８回　Metaphysica Λ 3
第９回　Metaphysica Λ 4
第10回　Metaphysica Λ 5
第11回　Metaphysica Λ 6
第12回　Metaphysica Λ 7
第13回　Metaphysica Λ 8
第14回　Metaphysica Λ 9
第15回　Metaphysica Λ 10
第16回　Metaphysica Λ 11
第17回　Metaphysica Λ 12
第18回　Metaphysica まとめ
第19回　De anima 案内
第20回　De anima III 4. 429a10-429b22
第21回　De anima III 4. 429b22-430a9
第22回　De anima III 5
第23回　De anima まとめ
第24回　Ethica Nicomachea 案内
第25回　Ethica Nicomachea X 6
第26回　Ethica Nicomachea X 7
第27回　Ethica Nicomachea X 8. 1178a9-1178b32
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第28回　Ethica Nicomachea X 8. 1178b32-1179a32
第29回　Ethica Nicomachea X 9
第30回　総括

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学２６

科目ナンバリング 　G-LET02 75240 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中畑　正志
准教授 文学研究科 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代哲学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学２７

科目ナンバリング 　G-LET02 75241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2020・
   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『クラテュロス』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
『クラテュロス』の原典を精読します。しばしば言語学や言語哲学の先駆けと見做されるこの対話
篇は「名前の正しさ」を主題とします。登場人物のクラテュロスは、名前の正しさは自然本性的に
決まっていると主張するのに対して、ヘルモゲネスは、それは人々の同意や慣習で決まると考えま
す。二人の調停を依頼されたソクラテスは、この問題を詳しく究明することになるのですが、対話
篇の大部分は、神の名前や哲学的に重要な言葉についての語源分析に当てられます。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『クラテュロス』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参
加にあたって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。２回
目からは１回につきOCT〔教科書〕で2.5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 『クラテュロス』383a1-385b1の講読・検討
第３回 『クラテュロス』385b2-386d4の講読・検討
第４回 『クラテュロス』386d5-388b1の講読・検討
第５回 『クラテュロス』388b2-389c12の講読・検討
第６回 『クラテュロス』389d1-390b5の講読・検討
第７回 『クラテュロス』390b6-390e4の講読・検討
第８回 『クラテュロス』392e5-394d1の講読・検討
第９回 『クラテュロス』394d2-396b2の講読・検討
第10回 『クラテュロス』396b3-398a1の講読・検討
第11回 『クラテュロス』398a2-399c4の講読・検討
第12回 『クラテュロス』399c5-401b1の講読・検討
第13回 『クラテュロス』401b2-403a1の講読・検討

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

第14回 『クラテュロス』403a2-404d1の講読・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。

 [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]
Duke, E. A. et al.  『/Platonis Opera/ Tomus I (Oxford Classical Text). 』（Oxford: Oxford University Press,
 1995.）
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）
Francesco, Ademollo.  『/The Cratylus of Plato/. 』（Cambridge: Cambridge University Press, 2011.）
Sedley, David.  『/Plato’s Cratylus/. 』（Cambridge: Cambridge University Press, 2003.）
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]
OCT2.5ページのギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかります。
  

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



思想文化学２８

科目ナンバリング 　G-LET02 75241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 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

  2020・
   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『クラテュロス』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
『クラテュロス』の原典を精読します。しばしば言語学や言語哲学の先駆けと見做されるこの対話
篇は「名前の正しさ」を主題とします。登場人物のクラテュロスは、名前の正しさは自然本性的に
決まっていると主張するのに対して、ヘルモゲネスは、それは人々の同意や慣習で決まると考えま
す。二人の調停を依頼されたソクラテスは、この問題を詳しく究明することになるのですが、対話
篇の大部分は、神の名前や哲学的に重要な言葉についての語源分析に当てられます。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『クラテュロス』の内容の概観と現在の研究状況について説明を行います。次に演習参
加にあたって参照すべき注釈書や研究書を紹介し、授業形式について詳しい説明を行います。２回
目からは１回につきOCT〔教科書〕で2.5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 『クラテュロス』404d2-406c1の講読・検討
第３回 『クラテュロス』406c2-408c1の講読・検討
第４回 『クラテュロス』408c2-409e3の講読・検討
第５回 『クラテュロス』409e4-411e1の講読・検討
第６回 『クラテュロス』411e2-413d2の講読・検討
第７回 『クラテュロス』413d3-415c1の講読・検討
第８回 『クラテュロス』415c2-417b2の講読・検討
第９回 『クラテュロス』417b3-418e1の講読・検討
第10回 『クラテュロス』418e2-420c6の講読・検討
第11回 『クラテュロス』420c7-422b1の講読・検討
第12回 『クラテュロス』422b2-4423d6の講読・検討
第13回 『クラテュロス』423d7-425c1の講読・検討

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

第14回 『クラテュロス』425c2-4427b6の講読・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。

 [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]
Duke, E. A. et al.  『/Platonis Opera/ Tomus I (Oxford Classical Text). 』（Oxford: Oxford University Press,
 1995.）
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）
Francesco, Ademollo.  『/The Cratylus of Plato/. 』（Cambridge: Cambridge University Press, 2011.）
Sedley, David.  『/Plato’s Cratylus/. 』（Cambridge: Cambridge University Press, 2003.）
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]
OCT2.5ページのギリシア語をその場で訳す準備をするために、予習にかなりの時間がかかります。
  

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



思想文化学２９

科目ナンバリング 　G-LET03 65234 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 慶應義塾大学　文学部　教授 山内　志朗

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  西洋中世哲学における聖霊論の問題

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、西洋中世哲学史における基本的概念の内実と、それが神学哲学経済思想におい
てどのように活用されていたのかについての基本的理解を得ることを目指す。

 [到達目標]
聖霊論の基本的枠組みと、経済活動という具体的な生活の中で活用されていたのかを理解できるよ
うになる。

 [授業計画と内容]
中世において聖霊論は、三位一体論においても重要な役割を持っていたが、ヨアキム主義における
終末論的、黙示録的世界観の背後において、歴史展開の原動力としても捉えられていた。また、13
世紀おいては、近代的資本主義の基礎概念となる「資本・元手(capitale)」という概念が登場したが、
それは「自己運動・自己発展する資本」という景気を持つものであった。この資本という概念は中
世における経済倫理を考える場合に重要である。というのも、この「資本」という概念は、清貧を
厳格に受けとめた聖霊派（スピリトゥアル）、特にその理論的指導者であったペトルス・ヨハネス
・オリヴィによって展開されたのである。今回の講義では、三位一体論における聖霊論を踏まえて、
経済理論と聖霊の関係についてオリヴィのテキストを踏まえて考察する。アリストテレスの実体論
的枠組みとは異なる思想史的風景が見出されるはずである。

１．中世における聖霊論をめぐる基本的構図（2回）
２．トマス・アクィナスにおける利子否定論と公正価格論（2回）
３．フランシスコ会の教会論と聖霊論（2回）
４．オリヴィの聖霊論と経済論（8回）
５．総括（1回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
質問、討論、コメントなどによる授業への積極的な参加（20点）、最終レポート（1回、80点）。

・最終レポートは必須とする。

 [教科書]
使用しない
講義資料はWEB上に掲載するので、受講者には、各自が所有する情報端末（スマートフォン、タブ
レット、ノートパソコン等）で資料を読むことが求められる。ただし、情報端末を所持しないなど

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

の理由で、WEB上の資料にアクセスできない受講者には個別に対応する。

 [参考書等]
  （参考書）
山内志朗 『普遍論争』（平凡社）ISBN:978-4-582-76630-1
山内志朗 『天使の記号学』（岩波書店）ISBN:978-4-00-600401-9
R. Saarinen 『Weakness of the will in medieval thought: From Augustine to Buridan』（Brill, 1994）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前には、直前の授業で指示された資料を読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は講義時間前後に受けつける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学３０

科目ナンバリング 　G-LET03 65234 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   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・アクィナスの感情論 

 [授業の概要・目的]
主として『神学大全』の第二部の一に基づき、トマス・アクィナスの感情（passio）論を考察する。
今年は、感情についての一般論を押さえたうえで、愛と憎しみ、欲情と快の感情を扱う。 

 [到達目標]
トマス・アクィナスが、感情と道徳的善悪の関係をどのように考えていたかを理解する。また、各
感情をどのようなものとして分析していたかを理解する。  

 [授業計画と内容]
1．イントロダクション、文献案内
2．悲しみ
3．悲しみの原因
4．悲しみの結果
5．悲しみの治療手段
6．悲しみの善性と悪性
7．希望と絶望
8．恐れ
9．恐れの対象
10.恐れの原因と結果
11.大胆
12.怒り
13.怒りの原因と治療手段
14.怒りの結果
15.フィードバック：授業内容についての質問受付

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート

西洋哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
トマス・アクィナス 『神学大全　第十分冊』（創文社）ISBN:4-423-39310-7
その他の文献は授業中に紹介する。  

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義で扱う『神学大全』の箇所について事前に読んでおくこと。 

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



思想文化学３１

科目ナンバリング 　G-LET03 75242 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  木4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世哲学の諸問題

 [授業の概要・目的]
中世哲学史を専攻している学生を中心とした参加者が自分の関心あるテーマについて発表を行い討
論を行うことを通じて、中世哲学史のさまざまな領域の論点についての歴史的知識を深め、哲学的
分析力を高めることを目的とする。

 [到達目標]
・西洋中世哲学の諸問題について広く学び、歴史的連関と哲学的重要性について説明できるように
なる。 
・自身の哲学的関心を原典テキストに基づいて明快に記述することができるようになる。 
・他者の批判的吟味を理解し、それを自分の議論展開や論文作成に活かすことができるようになる。
 

 [授業計画と内容]
隔週の開講とし、1回あたり参加者1名が発表を行い、その後担当教員や他の参加者との討論を行う
こととする。発表の内容は参加者が自分で自由に選ぶことができるが、発表内容の梗概を事前に他
の参加者に配布することが求められる。

第１回　打ち合わせ、発表順の決定
第2-14回　各自の発表、質疑応答
第15回　 まとめ、質問受付

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。発表の内容、討論への参加などにより評価するが、最低1回の発表を行うことが前
提となる。

 [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]
授業の特性上、発表担当者は授業外にその準備をすることが必要である。また、その他の出席者も
担当者の予告した発表内容について、あらかじめ予習することが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
西洋中世哲学史を専攻している学生は必修とする。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学３２

科目ナンバリング 　G-LET03 75243 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 I 

 [授業の概要・目的]
トマス・アクィナス中期の著作である『対異教徒大全』をラテン語原文で精密に理解し、その体系
的哲学の全体像についての理解を深めることを目的とする。また、主著『神学大全』の併読も課す
ることによって、２つの体系的著作の異同の意味を考えることも目指す。

 [到達目標]
スコラ哲学のラテン語を読解し、その哲学的意味を理解できるようになる。
トマス・アクィナスの哲学思想を原典にそくして理解し、批判的吟味ができるようになる。

 [授業計画と内容]
本年度は昨年度に引き続き、第2巻第69章以下の箇所を丁寧に読解する。トピックの中心は「知性
論」に関する諸問題となる。
（1回）イントロダクション
（2～14回）『対異教徒大全』第2巻69章から75章の精読
（15回）まとめと整理

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
1回の演習で読む量は多くはないので、授業前に原文の精密な読解や諸近代語訳の検討などが求め
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。



思想文化学３３

科目ナンバリング 　G-LET03 75243 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井澤　清

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 II

 [授業の概要・目的]
前期の「トマス・アクィナス『対異教徒大全』精読 I」の続き。トマス・アクィナス中期の著作で
ある『対異教徒大全』をラテン語原文で精密に理解し、その体系的哲学の全体像についての理解を
深めることを目的とする。また、主著『神学大全』の併読も課することによって、２つの体系的著
作の異同の意味を考えることも目指す。  

 [到達目標]
スコラ哲学のラテン語を読解し、その哲学的意味を理解できるようになる。 
トマス・アクィナスの哲学思想を原典にそくして理解し、批判的吟味ができるようになる。  

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、第2巻第76章以下の箇所を丁寧に読解する。トピックの中心は「知性論」に関す
る諸問題となる。 
（1回）イントロダクション 
（2～14回）『対異教徒大全』第2巻76章から81章の精読 
（15回）まとめと整理

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を習得していること。  

 [成績評価の方法・観点]
平常点によって評価する。

 [教科書]
マリエッティ版を用いる。必要な場合、コピーを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
1回の演習で読む量は多くはないので、授業前に原文の精密な読解や諸近代語訳の検討などが求め
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。



思想文化学３４

科目ナンバリング 　G-LET03 75243 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アウグスティヌスの 『八十三問題集』 を読む

 [授業の概要・目的]
アウグスティヌスの De diversis quaestionibus octoginta tribus（『八十三問題集』）の読解を通して、
神や聖書解釈についてのアウグスティヌスの基本的な考え方を理解する。

 [到達目標]
神や聖書解釈についてのアウグスティヌスの基本的な考え方を理解する。
ラテン語で書かれたテキストを読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
アウグスティヌスの De diversis quaestionibus octoginta tribus (『八十三問題集』)のラテン語テキスト
を丁寧に読む。アウグスティヌスが、哲学・神学上の基本的な問題について論じたテキストを読む
ことで、各問題について、アウグスティヌスの基本的な考え方を理解する。本年は三十三問から五
十七問までを読む予定である。

第1回:イントロダクション：文献案内とテキストのコピー配布
第2-14回：テキストの読解：De diversis quaestionibus octoginta tribus
第15回：フィードバック：まとめ、質問受付　

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。

 [教科書]
Augustinus  『De diversis quaestionibus octoginta tribus』（CCSL44A    テキストのコピーを配布する予
定。）

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Augustine 『Responses to miscellaneous questions』（New City Press）（英訳）
Augustine 『Eighty-Three Different Questions』（CUA Press）ISBN:978-0-8132-1323-1
ドイツ語訳やフランス語訳は最初の授業で紹介する。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.augustinus.it/(アウグスティヌスのテキスト、イタリア語訳)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で読む箇所の訳読ができるように予習する。

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



思想文化学３５

科目ナンバリング 　G-LET03 75243 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』を読む   

 [授業の概要・目的]
アリストテレスの『ニコマコス倫理学』第三巻前半部のトマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学
注解』をラテン語原典で読み、アクィナスがアリストテレスの行為論をどのように解釈しているか
を考察する。  

 [到達目標]
ラテン語で書かれたトマスのアリストテレスの注解書の構造を理解しながら、読むことができるよ
うになる。アリストテレスの用語・思想がラテン語でどのように翻訳され、受容されているか、ト
マスがアリストテレスの議論をどのように理解しているかを考察する。 

 [授業計画と内容]
トマス・アクィナスの『ニコマコス倫理学注解』のラテン語テキストを第三巻の注解第八講から第
十四講を丁寧に読む。大体二回で一講を読み終える予定。

アリストテレスの『ニコマコス倫理学』の該当箇所（第三巻、三#12316六章）では「自発性」「選
択」「勇気」の概念が分析されている。トマスが、アリストテレスには不在の「意志」の概念を組
み込みながら、どのように「自発性」や「選択」の概念を捉えているか等に留意しながら読む。

(第1回)イントロダクション：文献案内、テキストのコピーの配布
(第2-14回)テキストの精読：三巻、第八講-第十四講 
(第15回)フィードバック：まとめ、質問受付

 [履修要件]
ラテン語の初級文法を修得していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。

 [教科書]
Thomas Aquinas  『Sententia Libri Ethicorum』（Opera Omnia Iussu Leonis）（テキストのコピーを配
布する予定。  ）

 [参考書等]
  （参考書）
C. J. Litzinger 『St. Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle's Nicomachean Ethics 』（Dumb Ox Books）

西洋哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(演習)(2)

ISBN:1883357519（マリエッティ版テキストに基づいた英訳。）
Thobias Hoffmann et al. 『Aquinas and the Nicomachean Ethics』（Cambridge University Press）ISBN:
9781107002678 （最近の論文集  ）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で読む箇所について訳読ができるように予習をすること。古典ギリシア語の知識があれば、対
応するギリシア語のテキストにも目を通して、相違を考察してくること。  

（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。



思想文化学３６

科目ナンバリング 　G-LET04 65236 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲルの『精神現象学』２

 [授業の概要・目的]
この授業では、講義担当者の翻訳にもとづいて、ヘーゲルの『精神の現象学』（1807）について講
義する。扱うのは「理性章」である。理性章では、自己意識章を通じて獲得された「一切の実在性
である」という意識の確信から、意識章からの対象認識と自己意識の実践とがより高次の立場で捉
え返されている。これを通いてヘーゲルは、当時の科学についての批判的検討を行い、また社会共
同体への個人の実践的関与のあり方について記述している。そのテキストの検討を通じて、ヘーゲ
ルの科学観や道徳観について明らかにしていく。

 [到達目標]
古典的テキストに取りくむことを通じて、テキスト研究としての哲学史研究の基本的な姿勢を身に
付ける。
ヘーゲルの哲学的主張を理解した上で、それを関連する哲学史的・現代的問題の文脈において捉え
返し、論じることができる。

 [授業計画と内容]
第1回 ガイダンス 
第2回 B.理性的自己意識の自分自身による実現 
第3回 a. 快と必然性
第4回 b. 心の法則と自負の狂気
第5回 c.徳と世間 
第6回 C. 自らにとって即かつ対自的に実在的な個体性 
第7回 個体性
第8回 事そのもの 
第9回 欺瞞 
第10回 立法する理性 
第11回 法を検証する理性 
第12回 理性の到達点 
第13回 行為論と道徳論 
第14回 理性と精神
第15回 まとめ

 [履修要件]
特になし

西洋哲学史(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義）(2)

 [成績評価の方法・観点]
レポートにて評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
講義内で印刷物を配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
個々の関心に基づいて授業内容を深めることが求められる。

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



思想文化学３７

科目ナンバリング 　G-LET04 65236 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヘーゲルの『精神現象学』１

 [授業の概要・目的]
この授業では、講義担当者の翻訳にもとづいて、ヘーゲルの『精神の現象学』（1807）について講
義する。扱うのは「理性章」である。理性章では、自己意識章を通じて獲得された「一切の実在性
である」という意識の確信から、意識章からの対象認識と自己意識の実践とがより高次の立場で捉
え返されている。これを通いてヘーゲルは、当時の科学についての批判的検討を行い、また社会共
同体への個人の実践的関与のあり方について記述している。そのテキストの検討を通じて、ヘーゲ
ルの科学観や道徳観について明らかにしていく。

 [到達目標]
古典的テキストに取りくむことを通じて、テキスト研究としての哲学史研究の基本的な姿勢を身に
付ける。
ヘーゲルの哲学的主張を理解した上で、それを関連する哲学史的・現代的問題の文脈において捉え
返し、論じることができる。

 [授業計画と内容]
第1回、ガイダンス『精神現象学』について
第2回、「理性章」の概要、導入部（観念論）
第3回、Ａ．観察する理性 
第4回、a.理性の観察、記述と徴表
第5回、法則
第6回、有機体の観察、非有機的なものとの関係
第7回、目的論
第8回、内的なものと外的なもの（内的なものと有機体の法則）
第9回、形態としての外的なもの
第10回、非有機的なものに移された有機的理念
第11回、類・種・個体性
第12回、b. 自己意識の観察、論理
第13回、心理法則
第14回、c. 観相学と骨相学
第15回、まとめ

 [履修要件]
特になし

西洋哲学史(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義）(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点とレポートにより評価する。

 [教科書]
授業内で配布する。

 [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]
事前に、次回授業で検討するテキストを配布するので、自分で事前に検討しておくこと。

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



思想文化学３８

科目ナンバリング 　G-LET04 65236 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

岡山大学大学院社会文化研究科
准教授　　　　　　　　　　　 植村　玄輝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  後期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フッサール『論理学研究』第5研究を読む

 [授業の概要・目的]
この講義では、フッサールの『論理学研究』（初版1900/01年、第2版1913年）第2巻に収められた第
五研究の内容を、二つの版の異同にも留意しながら概説する。「志向的体験とその『諸内容』につ
いて」というタイトルからも分かるように、この研究は、志向性に関するフッサールの現象学的分
析の出発点をなすものであり、『論理学研究』以降のフッサールの思想の発展を理解する上で重要
になる論点を数多く含む。また第五研究は、いくつかの点で、狭い意味でのフッサール研究に収ま
らない観点からも興味深い。第一に、ここでのフッサールの議論は、ブレンターノ学派という文脈
のなかに位置づけることができるものであり、この学派における志向性や意識をめぐる議論に概観
を得るためのいい出発点になる。第二に、こうしてブレンターノ学派における議論や、それを参照
枠として整理されたフッサールの議論は、現代哲学にとってもいまだ参照に値するアイディアを含
んでいるように思われる。以上の点を踏まえ、この講義では、ブレンターノ学派の哲学者（とりわ
けブレンターノ、トヴァルドフスキ、マイノング）や現代におけるブレンターノ主義者と呼びうる
哲学者（Uriah KriegelやMark Textorなど）にも着目しながら議論を進める。またその際に、過去の
哲学者に着想を得て現代哲学の問題に取り組むという哲学のあり方がどのようなものである（べき
な）のかについても、可能な範囲で触れたい。

 [到達目標]
・意識と志向性に関する初期フッサールの立場を、ブレンターノ学派という文脈のなかで説明でき
るようになる。
・初期フッサールやブレンターノ学派の議論が現代的な観点からはどのように解釈・評価されるの
かについて、理解する。

 [授業計画と内容]
【1日目】
（1）イントロダクション：『論理学研究』の全体構成と第五研究の位置づけ
（2）第五研究の概略
（3）第五研究第1章（i）
【2日目】
（4）第五研究第1章（ii）
（5）第五研究第1章（iii）
（6）第五研究第1章（iv）
【3日目】
（7）第五研究第2章（i）
（8）第五研究第2章（ii）
（9）第五研究第2章（iii）
【4日目】
（10）第五研究第3章（i）
（11）第五研究第3章（ii）

西洋哲学史(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義）(2)

（12）第五研究第3章（iii）
【5日目】
（13）第五研究第4-5章（i）
（14）第五研究第4-5章（ii）
（15）　まとめ　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポートによって評価する。詳しくは初回の授業のときに伝える。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Edmund Husserl 『Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke』（Nijhoff/Kluwer/Springer）（Hua
と略記する。『論理学研究』はHua XVIIIおよびHua XIX/1-2。）
Edmund Husserl 『V. Logishe Untersuchung』（Felix Meiner）ISBN:978-3-7873-0786-9（『論理学研究』
初版の第五研究を収めたPhBの巻）
Edmund Husserl 『Logische Untersuchungen』（Felix Meiner）ISBN:978-3-7873-1944-2（Husserliana版
『論理学研究』（の序文や校訂注以外）を縮刷したもの。本文は第2版をベースとするが、第1版の
内容もすべて脚注に収められているため、テクストの異同を確認するのに便利（だが、第1版のテ
クストだけをこれで読もうとするとやや骨が折れる）。）
エドムント・フッサール  『論理学研究3』（みすず書房）ISBN:978-4622079538（第五研究の日本
語訳を含む巻。定本は第2版だが、初版と異同を訳注で（たぶん）すべて拾ってある（ただし、第1
版の内容をこれで読もうとすると本文と後ろのページを行き来しないといけないためけっこう骨が
折れる）。新装版はソフトカバーなのでハードカバーが欲しい場合は古本を探すこと。）
植村玄輝 『真理・存在・意識：フッサール『論理学研究』を読む』（知泉書館）ISBN:978-
4862852526（本書の第1, 4, 5, 8章には、この授業と部分的に内容が重なる。アマゾン以外のオンラ
イン書店や版元には在庫がまだある。）
ダン・ザハヴィ 『フッサールの現象学』（晃洋書房）ISBN:978-4771028920（現在最もスタンダー
ドなフッサール入門書。フッサールに馴染みのない人はこの本をあらかじめ通読しておくとよい。）

ベルネ、ケルン、マールバッハ 『フッサールの思想』（晢書房）ISBN:978-4915922176（中級～上
級の概説書として定評のある一冊。ただし読み易くはない。最初から順番に読む必要はないので、
興味のある箇所から始めるのがおすすめ。）
Dermot Moran 『Edmund Husserl: Founder of Phenomenology』（Polity）ISBN:978-0745621210（ザハ
ヴィ本ほど広く読まれていないが、手堅く明晰な入門書であるため、最初の一冊として薦められる。
）
Verena Mayer 『Edmund Husserl』（Beck）ISBN:978-3-406-58688-0（ドイツ語の概説書。いわゆる分
析哲学に馴染みのある人にとりわけ読みやすい切り口で書かれている。）

西洋哲学史(特殊講義）(3)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義）(3)

佐藤駿 『フッサールにおける超越論的現象学と世界経験の哲学』（東北大学出版会）ISBN:978-
4861632495（本書の第1章は、第五研究について概観を得るために非常に役立つ。）
Uriah Kriegel 『Brentano's Philosophical System: Mind, Being, Value』（Oxford University Press）ISBN:
978-0198791485（現代哲学的な観点からのブレンターノ研究を代表する哲学者の著作。）
Mark Textor 『Brentano's Mind』（Oxford University Press）ISBN:978-0199685479（志向性と意識に関
するブレンターノの見解を、現代哲学の議論も背景にしつつ再構成し評価る試み。フッサールにつ
いても立ち入って論じられる。）
授業開始までに『論理学研究』第五研究を読んでおくと、話について行きやすくなる。上記以外の
文献については授業中に紹介する。

  （関連ＵＲＬ）
https://ophen.org/pers-100275(フッサールの公刊著作および『Husserliana』の一部はここから無料でダ
ウンロードできる)
http://socio-logic.jp/events/201708_phenomenology.php(現象学を出発点とした読書ガイド。)

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：「参考書」欄のコメントを参考にして事前に文献を読んでおく。
復習：授業内容を整理するほか、参照されたフッサールのテクストや二次文献にも目を通す。

（その他（オフィスアワー等））
質問やレポートに関する相談は講義の前後の時間に受け付ける。質問については講義中にしてもら
っても構わない。

※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。



思想文化学３９

科目ナンバリング 　G-LET04 65236 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 東京大学人文社会系研究科　教授 鈴木　泉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  スピノザ/ライプニッツ問題

 [授業の概要・目的]
　17世紀後半の哲学者スピノザの思索の意義をライプニッツの思索との関連において解明すること
を目標とする。スピノザとライプニッツの思索は、共にポスト・デカルトの思索として多くの共通
点を有するが、他方、一元論（唯一実体説）と多元論（モナドロジー）、必然主義と最善説といっ
た仕方で、大きく対立する面も有している。実際、若きライプニッツはスピノザ主義に一旦は近づ
きながらも、そこから離反することによって自らの思索を練り上げていった。さらに、スピノザ哲
学の受容史は、スピノザの思索の核心がライプニッツの思索へと重ね合わされるようにして理解さ
れてきたことを示している。
　そこで、18世紀後半のドイツにおける汎神論論争によるスピノザ受容、20世紀後半のフランスに
おけるスピノザ研究の刷新、といったスピノザ受容の二つの峰におけるスピノザ理解――両者はい
ずれもスピノザ/ライプニッツ関係が 問題となるが――を背景としながら、ライプニッツ自身によ
るスピノザ受容とそこからの離反の模様に焦点をあてることによって、スピノザの思索の意義をラ
イプニッツの思索との関連において解明したい。ライプニッツが惹かれたスピノザ、受容史におい
てライプニッツと重ね合わされたスピノザ、ライプニッツがそこから離反したスピノザ、というス
ピノザ/ライプニッツ間に存する複雑な関係を解きほぐすことによって、スピノザ哲学の特異性を浮
かび上がらせる。

 [到達目標]
 近世哲学の基本的問題群を学ぶとともに、可能性と必然性という様相概念を中心とした哲学的主題
を探求することを目標とする。

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

第1回　イントロダクション：問題の設定、授業の進め方、文献の紹介、履修上の注意
第2回～第3回　18世紀後のドイツにおける汎神論論争によるスピノザ受容
第4回～第5回　20世紀後半のフランスにおけるスピノザ研究の刷新
第6回～第7回　ライプニッツによるスピノザ受容と離反
第8回～第10回　パリ時代の草稿De summa rerumの検討
第11回～第13回　スピノザの必然主義
第14回　スピノザ/ライプニッツ問題
第15回　振り返りと総括

西洋哲学史(特殊講義） (2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史(特殊講義） (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学４０

科目ナンバリング 　G-LET04 75245 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋哲学史古典精読 

 [授業の概要・目的]
G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes、精神章を精読する。この箇所は、ギリシアに始まる西洋
史を概念的に辿る箇所であり、そこではヘーゲルの歴史観をうかがうことができる。この章の講読
を通じて、 ヘーゲルの歴史観を検討する。

 [到達目標]
哲学史研究に必要なテキスト精読の手法を身に付ける。
ヘーゲルを中心とした哲学史について理解する。
古典的テキストの現代的意義について考察することにより、哲学的思考の訓練を行う。

 [授業計画と内容]
第1回 イントロダクション 『精神現象学』の成立と研究史について担当者より概説する。授業の進
め方と準備・発表の方法を 確認し、出席者の担当部分を決定する。
  第2回~第14回 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistesの講読
G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistesを精読し、内容について討論する。学生の習熟度や毎回の
 予定を示すことはできないが、おおむね下記のPHB版で1回2頁程度を目処として進行する。   第15
回 まとめ 精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。この回を補充に
充てること もある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点にて評価を行う。

 [教科書]
G. W. F. Hegel  『Phänomenologie des Geistes』（Felix Meiner）ISBN:978-3-7873-0769-2（
Herausgegeben von Heinrich Clairmont und Hans Friedrich Wessels, Philosophische Bibliothek 414. 1987. 
Neuausgabe. Mit einer Einleitung von Wolfgang Bonsiepen）

 [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]
講読予定の箇所(2頁程度)について必ず予習してのぞむこと。 (授業ではドイツ語の文法上の説明及
び内容理解について問うのでそのつもりで準備すること) 関連箇所について既存のコメンタールな
どを参照しておくこと。

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



思想文化学４１

科目ナンバリング 　G-LET04 75245 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋哲学史古典精読 

 [授業の概要・目的]
G. W. F. Hegel, Phaenomenologie des Geistes、精神章を精読する。この箇所は、ギリシアに始まる西
洋史を概念的に辿る箇所であり、そこではヘーゲルの歴史観をうかがうことができる。この章の講
読を通じて、 ヘーゲルの歴史観を検討する。

 [到達目標]
哲学史研究に必要なテキスト精読の手法を身に付ける。 
ヘーゲルを中心とした哲学史について理解する。 
古典的テキストの現代的意義について考察することにより、哲学的思考の訓練を行う。

 [授業計画と内容]
第1回 イントロダクション 『精神現象学』の成立と研究史について担当者より概説する。授業の進
め方と準備・発表の方法を 確認し、出席者の担当部分を決定する。 
第2回~第14回 G. W. F. Hegel, Phaenomenologie des Geistesの講読 
G. W. F. Hegel, Phaenomenologie des Geistesを精読し、内容について討論する。学生の習熟度や毎回
の 予定を示すことはできないが、おおむね下記のPHB版で1回2頁程度を目処として進行する。 第
15回 まとめ 精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。この回を補充
に充てること もある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点にて評価する。

 [教科書]
G. W. F. Hegel 『Phaenomenologie des Geistes』 (Felix Meiner) ISBN:978-3-7873-0769-2 Herausgegeben 
von Heinrich Clairmont und Hans Friedrich Wessels, Philosophische Bibliothek 414. 1987. Neuausgabe. Mit 
einer Einleitung von Wolfgang Bonsiepen

 [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]
講読予定の箇所(2頁程度)について必ず予習してのぞむこと。 (授業ではドイツ語の文法上の説明及
び内容理解について問うのでそのつもりで準備すること) 関連箇所について既存のコメンタールな
どを参照しておくこと。

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



思想文化学４２

科目ナンバリング 　G-LET04 75245 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学文学部哲学科　教授 中川　明才

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イェーナ期フィヒテの法哲学

 [授業の概要・目的]
西洋近世哲学史に関する基礎的素養を身につけ、ドイツ語で書かれた原典の読解能力を高める目的
で、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテの『自然法の基礎』（1796/97年）の精読を行なう。『自然法
の基礎』はイェーナ大学教授時代（いわゆるイェーナ期）フィヒテの哲学体系のうち、第一哲学を
補完する応用哲学の主要部門に該当する書物である。特に、他者（「私以外の他の有限な理性的存
在者」）や自然、相互承認に関する議論を展開したものとしては、カントを継承するとともに、シ
ェリングに屹立し、ヘーゲルの先駆をなすものと解される、カント以後のドイツ古典哲学の問題状
況を知るための基本文献である。この授業では毎週、輪読形式でその精読を行なう。出席者はテキ
ストを各自用意し、割り当てられた担当部分について調査・考証し、訳読を行なう。その他の出席
者も必ず予習をして臨み、意見・質問を出すこととする。今回は、自由な理性的存在者同士の共同
性（「法関係」）の概念の生成を論じる「第１部 法概念の演繹」を読んでいく。

 [到達目標]
イェーナ期フィヒテの法哲学をはじめとするドイツ古典哲学の主要思想に関する適切な理解を得る
とともに，各自の問題意識を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
イェーナ期フィヒテの哲学体系構想および『自然法の基礎』「第１部」の概要を説明する。使用す
べきテキスト・辞書および基本的な概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方
法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。
第2回～第14回　『自然法の基礎』「第１部」の精読
「授業の概要と内容」で示した方式によって、『自然法の基礎』「第１部」を精読し、内容につい
て討論する。読解個所の難易度と担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の
予定を示すことはできないが、おおむね「哲学文庫」版テキスト（PhB 256、ドイツ語）の4ページ
程度を読み進めることになる。
第15回　まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。切りのよいところまで読了
できなかった場合、この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
精読対象のテキストはドイツ語で書かれているため、ドイツ語の基礎文法を修得していることが望
ましい。
ドイツ語での読解が困難な場合は、英訳等の翻訳を適宜参照することを求める。

 [成績評価の方法・観点]
読解および討論への積極的な参加（50点）、レポート（１回、50点）により評価する。
レポートおよび個別報告については到達目標の達成度に基づき評価する。

西洋哲学史〔近世〕（演習）(2)へ続く↓↓↓



西洋哲学史〔近世〕（演習）(2)

４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
独自の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
未定

 [参考書等]
  （参考書）
Johann Gottlieb Fichte 『Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. PhB 256』
（Felix Meiner Verlag,1979）
Johann Gottlieb Fichte  『Foundations of Natural Right』（Cambridge University Press, 2000）
Michael Kahlo u.a. (Hrsg.) 『Fichtes Lehre vom Rechtsverhältnis』（Vittorio Klostermann Verlag, 1992）
Günter Zöller 『Fichte lesen』（frommann holzboog Verlag, 2013）

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、読解箇所を十分に訳読するための予習、および各自の理解・問題意識の精度を上げるための
復習を行なうこと。

（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。



思想文化学４３

科目ナンバリング 　G-LET05 65331 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学と翻訳哲学の交差

 [授業の概要・目的]
　本講義は、翻訳を哲学的行為と見る立場をとり、その上で日本哲学と翻訳の関係を探ることを目
的とする。哲学は、翻訳なしでは西洋から近代の日本に導入されることもなかった。この場合の翻
訳はいわゆる言語翻訳を意味しているが、それは哲学摂取の原動力であったと言えよう。また一方
で、西田幾多郎が述べているように、翻訳には創造性という力が具わっていると思われる。講義で
はこの点に注目し、翻訳の本質的な意味を明かにしながら、哲学(講義では特に、日本哲学)が、異
なる文化圏に摂取され発展するという問題について検討してみたい。これは、創造的な翻訳という
見方から、日本哲学を捉え直してゆく試みでもある。また、このような研究を「翻訳哲学」と名づ
けてみる。このような問題を考察するに当たり、サリス、デリダ、リクール、ベンヤミン、メチョ
ニック、西田、三木の翻訳論を参照することになる。

 [到達目標]
　翻訳はいわゆる言語上の「いかに訳すか」という問題に止まるのではないということを理解する。
また翻訳と哲学の深い連関について、その具体的な事態を西田幾多郎、田辺元、三木清等の哲学に
おける概念・用語、ディスクールを通して学び、さらにそこから、日本哲学における概念、論理の
内実、それらの構築過程と間文化的問題等の意義を指摘する。

 [授業計画と内容]
以下のような課題を通して考察を深めてゆく。各課題に充てる予定の回数を、【　】内に示してお
く。
①	ガイダンス―趣旨説明(「翻訳哲学」の根本的な考え方について。授業計画)【１回】
②	近代の日本における西洋哲学の摂取：西周、中江兆民、福沢諭吉、井上哲次郎を例として解説【
２回】
③	翻訳の創造性：西田、三木【２回】
④	哲学的翻訳論：サリス、デリダ、リクール、ベンヤミン、メチョニック【４回】
⑤	西田、田辺、三木等の日本哲学の構築における言語と思想の相即的問題【４回】
⑥	まとめ【１回】(日本哲学の展開と間文化的問題、および研究の展望)
⑦フィードバック【１回】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点50%と期末のレポート試験50%による。

 [教科書]
使用しない
毎回の授業で、講義の資料(要旨・参考文献)を配付する。

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

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



思想文化学４４

科目ナンバリング 　G-LET05 65331 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺元最晩年の哲学 ― 芸術と理性の内的葛藤

 [授業の概要・目的]
　本講義では、田辺元が最晩年に初めて研究テーマとした芸術哲学を取り上げ、感情と哲学関係と
いう問題とあわせて検討することを目指す。科学哲学から出発した田辺の研究には、「感情」につ
いて詳細に論じた形跡はない。しかしあえて、近代哲学的な意味での「芸術」という領域に固有な
「感情」を、田辺において問うことにする。田辺が重要な課題として芸術と理性の内的葛藤という
問題を検討した芸術論において、感情はどのように関連してくるのかという仕方で問いを呈示して
みたい。というのも『ヴァレリイの芸術哲学』(1951年) および『マラルメ覚書』(1961年)で論じら
れた、「象徴」と「言語」、「論理」の連関を検討することにより、「感情」の問題を探ることは
可能であると考えられるからである。講義では、主にこの二著を題材とし、田辺の芸術哲学におけ
る感情と哲学の問題を探るとともに、この最晩年期の哲学の特徴を明らかにする。

 [到達目標]
　田辺哲学の基本的な特徴と問題を理解する。その上で、なぜ田辺が最晩年期に芸術哲学に関心を
向けたのか、彼の哲学構築過程から見る経緯やその他の意義について理解を深める。さらに、芸術
哲学の内実に迫り、影響を与えたカント、ライプニッツ、ハイデガー等の哲学から田辺がそれをい
かに摂取したかについても確認する。そして、芸術と理性の内的葛藤、および感情と哲学という問
題を田辺がどのように考えたのか、関わってくる要素を整理し明確にする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題を通して考察を深めてゆく。各課題に充てる予定の回数を、【　】内に示してお
く。
①	ガイダンス―趣旨説明(田辺哲学の概要と特徴。授業計画。)【１回】
②	田辺哲学の展開：【１回】
③	芸術哲学に取り組んだ動機：『ヴァレリイの芸術哲学』をてがかりとし、田辺のカント美学への
批判、ヴァレリー詩学への批判について検討する。【４回】
④	芸術哲学の発展：『マラルメ覚書』をてがかりとし、田辺のハイデガー哲学との対決について検
討する。【３回】
⑤	感情と象徴の問題：芸術と宗教の関係から検討する。【１回】
⑥	感情と哲学、芸術と理性の内的葛藤【４回】
⑦フィードバック【１回】

 [履修要件]
特になし

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点50%と後期末のレポート試験50%による。

 [教科書]
使用しない
毎回の授業で、講義の資料(要旨・参考文献)を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義を参考とし、自らの研究課題について思索を深める。

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



思想文化学４５

科目ナンバリング 　G-LET05 65331 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　教授 Hans Peter Liederbach

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  和辻哲郎と「多種多様な近代」の問題

 [授業の概要・目的]
　京都学派の哲学が、西洋近代との批判的な対決を通して成立したのは周知の通りである。西田、
田辺、西谷らによる西洋近代への批判は、１９７０・８０年代に流行したポストモダンや脱構築主
義を先取りしていたものだったといえよう。こうした批判は、「近代の超克」論を述べるまでもな
く、西洋哲学の根底たる概念や方法が「近代」という特定の生活様式を支えた、という事実を指摘
し、その生活様式の転換を志向した。しかし、２０００年に登場した「多種多様な近代」論により、
このような近代批判は説得力を失い、哲学的な近代論そのものが再検討されなければならなくなっ
たと思われる。こうした視点にもとづき、和辻哲郎の倫理学を哲学的近代論の文脈に置きながら検
討し、それが多種多様な近代論に寄与できうることを明らかにするのが、本講義の目的である。

 [到達目標]
　近年登場した「多種多様な近代」という、人文学の新たな動向を検討し、その動機と射程を明ら
かにすることにより、和辻哲郎の倫理学の文脈を理解し、日本哲学全般の現代的意義を批判的に考
察するための基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回ガイダンス
第２～３回「多種多様な近代と社会的想像」：S.N. EisenstadtとCh.Taylor。「哲学的近代論」：
Robert B. Pippin
第４回フィードバック１
第５～９回「近代的主観性への批判」：西田と和辻。「ニヒリズムの完成としての近代」：西谷と
上田
第１０回フィードバック２
第１１～１４回「思惟と行為の規範性の問題」：カントと和辻。「relational selfとしての人間」：
和辻の間柄概念をめぐって。「近代日本の社会的想像？」：和辻倫理学の現代的意義
第１５回まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
　平常点とレポート。
　授業への参加（授業への熱心な取組み、問題意識を感じさせる発言等）30%、レポート70%。

日本哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本哲学史(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
　

 [参考書等]
  （参考書）
リーダーバッハ・ハンス＝ペーター 『ハイデガーと和辻哲郎』（新書館）
Pippin, Robert B. 『Modernism as a Philosophical Problem』（Blackwell）
Taylor, Charles 『Modern Social Imaginaries』（Duke UP）
嶺秀樹 『ハイデッガーと日本の哲学』（ミネルヴァ書房）

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

（その他（オフィスアワー等））
　授業中、わからないことについては積極的な質問を期待する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学４６

科目ナンバリング 　G-LET06 65430 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  予防の倫理学

 [授業の概要・目的]
「予防」というありふれた概念のもつ倫理学的意味を哲学的に考察する。

 [到達目標]
医療や公衆衛生、犯罪予防といったさまざまな文脈における予防の議論の検討を通じて、また、近
年の心理学やその他の分野における予防に関連する理論を再検討し、予防概念の新しい可能性を探
る。

 [授業計画と内容]
第一回　イントロダクション 
第二回～第八回　交通安全：シートベルト・ヘルメットの着用義務、自転車の安全対策、高齢運転
者、交通事故予防の理論
第九回～第十一回　食の安全：餅、生レバ
第十二回～第十四回　医療における予防：出生前診断、乳房の予防的切除、アルツハイマー病の発
症予測、遺伝学的剖検　
第十五回　前期まとめ 
第十六回～第二十一回　公衆衛生における予防：予防接種、自殺予防
第二十二回～第二十七回　犯罪予防：性犯罪、ストーカー、大麻規制、監視カメラ、再犯防止
第二十八回～第三十回　まとめと討論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業中の報告と年度末レポート。

 [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]
前の週に指定した文献を読んでくること。

（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。



思想文化学４７

科目ナンバリング 　G-LET06 65431 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学文学部　准教授 林　芳紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  スーツ『キリギリスの哲学』の検討

 [授業の概要・目的]
　バーナード・スーツ『キリギリスの哲学』を講読・検討する。
　『キリギリスの哲学』は、スポーツ哲学における古典的著作であるとともに、「20世紀のもっと
も傑出した哲学書の一つ」とも評されることがあるように、近年再評価が進みつつある。この授業
では、ゲーム（ゲームプレイ）に対するスーツの概念分析を、後のスポーツ哲学上の議論とも絡め
つつ検討するとともに、ゲームプレイこそが生の理想である（ゲームプレイこそが至高の内在的価
値である）というスーツの価値論的主張を批判的に考察する。

 [到達目標]
・スーツによるゲームプレイの概念分析の要点を理解し、スポーツ哲学上の議論との関係を説明で
きるようになる。
・ゲームプレイの価値論的問題について考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
　最初1回の授業を全体の導入に充てる。以後は基本的に教科書の章立てに沿う形で、以下の各項
目について講読・検討する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示した週
数を充てる。各項目の順序は固定したものではなく、担当者の運営方針と受講者の背景や理解の状
況に応じて、担当者が適切に決める。

1. 本講義の視座と問題意識【1週】 
2. キリギリスの死／弟子たち【1週】
3. 定義の構築【2週】 
4. ふざけ屋・いんちき屋・荒らし屋／家まで遠回りして帰る【1週】 
5. イヴァンとアブドゥル【1週】
6. ゲームとパラドクス【1週】
7. 登山／逆ひねり【1週】
8. ポーフィリョ・スニークの驚くべき経歴【1週】
9. バーソロミュー・ドラッグの病歴【1週】
10. オープンゲーム【1週】
11. アマチュア・プロフェッショナル・『人々がプレイするゲーム』【1週】
12. 復活【1週】
13. 解決【2週】
※フィードバック方法は授業中に説明します。

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価（テキストの担当箇所の発表、小レポート、授業内での積極的な発言）

 [教科書]
バーナード・スーツ 『 キリギリスの哲学：ゲームプレイと理想の人生』（ナカニシヤ出版）ISBN:
9784779509247

 [参考書等]
  （参考書）
Bernard Suits 『The Grasshopper: Games, Life and Utopia』（Broadview Press）ISBN:9781554812158（
原著（再版）。邦訳書では割愛されている挿絵も含まれている。）
シェリル・ベルクマン・ドゥルー 『スポーツ哲学の入門：スポーツの本質と倫理的諸問題』（ナカ
ニシヤ出版）ISBN:9784779505713

 [授業外学修（予習・復習）等]
・事前に必ず該当講読箇所を読み、予習に努めること。

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



思想文化学４８

科目ナンバリング 　G-LET06 65431 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学文学部　准教授 林　芳紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  スポーツ倫理学入門

 [授業の概要・目的]
　スポーツ倫理学の諸問題について検討する。
　スポーツ倫理学とは、スポーツマンシップやフェアプレイ、ドーピング、暴力など、スポーツの
文脈で発生する倫理的諸問題に対する哲学的探究である。本講義では、反則、スポーツマンシップ、
ドーピング、ジェンダー差別などの具体的な問題を題材として、スポーツ倫理の理論構築の可能性
と限界を考察する。毎回の授業では、考察の対象となるべき素材を提示し、 小グループディスカッ
ションを実施したうえで、その結果についての講評と解説を実施する形で進める。
　なお、本講義では、主に分析哲学的な観点からスポーツ現象に接近する。そのため、諸個人の具
体的なスポーツ経験を通じて人間にとってのスポーツの意味や本質を探るといった、現象学的なス
ポーツ観や身体論等への興味関心には応えることができない。また、ドーピングや暴力は絶対禁止
といった、世間一般に広く浸透している教条的なスポーツ観をいったんは括弧に入れる姿勢が求め
られていることにも、注意されたい。 

 [到達目標]
・スポーツとは何か／何であるべきかというスポーツ哲学・倫理学の中心問題をめぐる基本的な議
論を理解する。
・スポーツ倫理学の具体的な諸問題に関する様々な哲学的論点を理解する。
・上記の知見を活用して、スポーツの文脈で発生する様々な倫理的問題を自ら発見・考察するため
の素地を養う。 

 [授業計画と内容]
　以下の各項目について講義する。各項目には1週を充てる予定だが（13.のみ3週）、受講者の背景
や理解の状況に応じて、適宜調整を加える可能性もある。

1. イントロダクション：スポーツ倫理とは何か、授業の進め方について
2. 反則は常に悪いことなのか？
3. スポーツにはルール遵守以上のモラルがあるのか？
4. 勝利が決定的な試合でなおも攻め続けることは悪いのか？
5. 勝利に値しない勝者はいるのか？
6. 身体に悪いからドーピングはやめるべきなのか？
7. 「ドーピングあり」のスポーツは「なし」か？
8. 男女別に競技を分けることは男女差別になるのか？
9. 本当のファンは本当の恋愛と同じくらい盲目か？
10. e-Sportsはスポーツか？
11. 大切なのは相手に勝つことより自分に勝つこと？
12. スポーツはしょせん競争？
13. 各人の関心に基づいた発表

※フィードバック方法は授業中に説明します。

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価（テキストの担当箇所の発表、授業内での積極的な発言、各自の関心に基づいた発表）

 [教科書]
　今年度春頃に、担当者が共著者となっている一般読者向けスポーツ倫理の入門書が出版予定であ
る。基本的にはそれを教科書として使用するつもりだが、万一開講までに間に合わなかった際には、
当方で資料を用意する。

 [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]
・（教科書使用の場合）事前に必ず該当箇所を読み、予習に努めること。
・普段からマスコミ報道やウェブ上の記事にアンテナを張り、哲学的・倫理学的論点が潜んでいる
スポーツの問題を探し当てること。

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



思想文化学４９

科目ナンバリング 　G-LET06 65431 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(特殊講義)
Ethics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 東北大学　文学研究科 准教授 荻原　理

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  マクダウェルの倫理学的議論

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、現代の重要な哲学者、ジョン・マクダウェル（1942-）の倫理学的議論を検討す
ることである。マクダウェルの倫理学的立場は、徳倫理学、実在論（＝認知主義）、個別主義とし
て特徴づけられる。またマクダウェルはフィリッパ・フット、バーナード・ウィリアムズ、ジョン
・マキー、サイモン・ブラックバーンらと論争を展開している。本授業を通じて、現代のとくに英
語圏の倫理学に対する一つの眺望が得られることと思う。

 [到達目標]
マクダウェル『徳と理性――マクダウェル倫理学論文集』（勁草書房、2016年。これは McDowell, 
MIND, VALUE, AND REALITY, Harvard UP., 2001 の抄訳）所収の諸論文で示されたマクダウェルの
主要論点を正確に理解する。そして、それらの論点について説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画に従って講義を進める。ただし、参加者の関心等に応じて変更するかもしれな
い。

第1回　イントロ
第2-4回　「徳と理性」
第5回　「道徳的要求は仮言命法か」
第6回　「外在的理由はありうるか」
第7回　「価値と第二性質」
第8-10回　「倫理学における投射と真理」、「非認知主義と、規則に従うこと」など
第11回　「二種類の本性主義（自然主義）」
第12-14回　討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業内での発言（20点）、レポート（80点）
レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
レポートの替わりに、授業の終わりの方の回（「討論」の回）にプレゼンをしてもよい（可能な人
数に限りがあるので、授業初回に相談する）

 [教科書]
荻原理 『マクダウェルの倫理学――『徳と理性』を読む』（勁草書房）ISBN:978-4326154856

倫理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
John McDowell 『Mind, Value, and Reality』（Harvard University Press）ISBN:978-0674007130
ジョン・マクダウェル 『徳と理性――マクダウェル倫理学論文集』（勁草書房）ISBN:978-
4326199686

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業の前に教科書を読んでおいてください。
余裕があれば、関心に応じて参考書にも目を通して下さい。
それ以外に必要な文献があれば授業時にコピーを配布します。配布後に、関心に応じて読んでくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、ご質問やご意見を歓迎します。
質問は授業中だけでなくメールでも、（教員に時間があれば）授業後も受け付けます。授業時また
はメールでアポイントメントを取って下されば、お会いして質問にお答えします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学５０

科目ナンバリング 　G-LET06 75440 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  倫理学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告と討論への参加によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前配布レジュメを熟読のこと。  

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



思想文化学５１

科目ナンバリング 　G-LET06 75440 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  応用倫理学演習

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告の評価と出席などの平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



思想文化学５２

科目ナンバリング 　G-LET06 75443 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『道徳形而上学』の研究  

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Metaphysik der Sitten(『道徳形而上学』)の「法論」第２部の精読。カント
倫理学・政治哲学についての知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テキストの読解力
を養成する。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点(50％)と期末レポート(50％)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

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

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



思想文化学５３

科目ナンバリング 　G-LET06 75443 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

倫理学(演習)
Ethics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 立命館大学　文学部　教授 北尾　宏之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カント『道徳形而上学』の研究

 [授業の概要・目的]
カント倫理学の重要著作 Metaphysik der Sitten(『道徳形而上学』)の「法論」第２部の精読（前期の
続き）。カント倫理学・政治哲学についての知見を深めることを目的とする。あわせてドイツ語テ
キストの読解力を養成する。

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

 [授業計画と内容]
　　第1回　イントロダクション
使用テキストおよび基本的な概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方と準備の方法を周知する。

　　第2回～第14回　カント『道徳形而上学』の精読
毎時間、あらかじめ担当者を決めることなく、全員に訳読してもらい、解説を加え、内容について
討論する。進度は、毎時間１ページ～１ページ半を予定しているが、受講者の語学力も勘案する。
ドイツ語未習者については、英語訳の利用も可とする。必要に応じて、カントのその他の著作(た
とえば『実践理性批判』や『道徳形而上学の基礎づけ』など)にあたったりすることもあるが、ま
ずは上記テキストを詳細に検討する。
　　第15回　まとめ
精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。切りのよいところまで読了
できなかった場合、この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点(50％)と期末レポート(50％)

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

倫理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



倫理学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学５４

科目ナンバリング 　G-LET07 65531 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教/哲学のポエティクス 

 [授業の概要・目的]
　「ニヒリズムという問題には、宗教だけからも哲学だけからも―少なくとも従来、宗教を哲学か
ら区別する、宗教の本質的な立場と見なされているところだけからも、哲学と宗教を区別する、哲
学の本質的な立場とされているところだけからも―解決され難いものが含まれている。」
　自らの宗教哲学の出立点について、かつて西谷啓治はこのように述べていた（「私の哲学的発足
点」(1963)）。哲学がその根底から問いただされ、宗教がその根底から問いただされる中、双方の
問いの接触面において展開される新たな様式の思索。そこに今日の宗教哲学のもっとも先鋭的な姿
があり、その困難と課題がある。
　だが、そのような思索は、従来の宗教の語彙にも哲学の概念にも根底的な変動と転換を迫るはず
である。はたしてそれは、どのような言葉によって表現されうるのか。その「ポエティクス」を探
究していかねばならない。そのためには、哲学と宗教、さらには文学において、語りえない事柄を
表現にもたらすために開拓されてきた言語の変容と創造の技法を探査し、その意義と効力を吟味し
ていく必要がある。
　以上のような問題意識の下で、本講義では、「語りえないものを語る」営みのポエティクスの諸
相について、思想史的な流れをたどりながら考究していきたい。

 [到達目標]
１．「宗教哲学」と呼ばれる思索様式とその今日的課題に触れ、そこから自ら思索していく上での
基礎となる見識を身につけ、自らの問いを形成するための端緒とする。

２．個々の思想家や思想的立場についての歴史的研究を、哲学的・宗教哲学的な思索へと連関づけ
る仕方を学び、それを自らの学習や研究に役立てられるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の諸テーマについて、一つのテーマ当たり2，3回の授業を充てて講義する。 
（「特殊講義」という、教員の研究の進展を直接反映させることを旨とする授業であるので、１回
ごとの授業内容を細かく記すことはしない。また、以下の諸テーマにしても、細部については変更
の可能性がある。） 

１．宗教/哲学の「ポエティクス」―問題設定と展望（第1回～第3回）
２．「否定神学」的思索―その由来と現代的諸変奏　（第4回～第6回）
３．告白しえないものの告白―悪を表現する言葉とその象徴的資源（第7回～第8回）
４．一度も現実化したことのない過去ー「痕跡」と「残余」をめぐる諸考察（第9回～第11回）
５．言葉が言葉する/身体が身体化するー身体性のポエティクス（第12回～第14回）
６．総括(第15回） 

なお、最後の授業は、本学期の講義内容全体をめぐる質疑応答と議論の場とし、講義内容の受講者

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

へのフィードバックを図る。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学５５

科目ナンバリング 　G-LET07 65531 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  田辺哲学研究 

 [授業の概要・目的]
　田辺元の哲学的思索は、その異様なまでの凝縮度と彼固有の論理への偏愛によって異彩を放って
いる。田辺は西洋哲学の最前線の動向、諸学問の最新の成果を飽くことなく摂取し、歴史的現実に
もそのつど敏感に反応しつつ、それら全てに自前の思索によって緊密な総合を与えるべく、生涯血
の滲むような努力を続けた。彼の濃密にすぎる文章はそのようにして生み出されたものである。こ
の凝縮体を丁寧に解きほぐし、そこに封じ込められたさまざまな展開可能性を切り出すことによっ
て、今日のわれわれがリアルな接触をもちうるような形で語り直すこと。それが本講義の狙いとす
るところである。
　本年度は、ここ数年にわたって、後期の特殊講義を用いて続けてきた田辺哲学研究の締めくくり
として、最晩年の田辺哲学、すなわち「死の哲学」に属する「生の存在学か死の弁証法か」「メメ
ントモリ」「禅源私解」といった論考と、「哲学と詩と宗教」や「マラルメ覚書」等、詩的言語に
正面から取り組んだ「詩作」論を主たる題材とする。この二系統の思索を、単に同時期になされた
二つの探究として並列するのではなく、両者の深い次元での照応関係を再構成し、また同時代の西
洋思想の布置の中に置き直すことを目指す。それによって、田辺哲学の最終的到達点を「死者と象
徴」という問題系に見てとり、その哲学的・宗教哲学的なポテンシャルを解き明かしたい。

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

 [授業計画と内容]
以下の諸テーマについて、一つのテーマ当たり2，3回の授業をあてて講義する。 
（「特殊講義」という、教員の研究の進展をダイレクトに反映させることを旨とする授業であるの
で、１回ごとの授業内容を細かく記すことはしない。また、以下の諸テーマにしても、細部につい
ては変更の可能性がある。） 

１．死の問いと死者の問い：田辺の「死の哲学」をめぐる争点（第１回～第2回）
２．「死者と生者の実存共同」：「実存協同」概念の死者論的転回？ （第3回～第5回）
３．「生の存在学か死の弁証法か」：ハイデガーとの最後の対決とその思想的布置（第6回～第8回）
 
４．「生といわじ、死ともいわじ」：決定不可能性と根源的偶然性（第9回～第11回）
５．渦動する象徴：マラルメ「双賽一擲」 と田辺哲学の到達点（第12回～第14回）

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

６．総括（第15回）

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　初回の授業で、今学期に扱う田辺の主要テクストと参考文献を指示するので、自分の関心を引く
ものに目を通し、自分なりの問いを携えて授業に臨んでほしい。各回の授業の後は、その際に扱っ
た内容を自分の言葉でまとめ直し、必要に応じて参考文献も参照しつつ、自分の思索との接点を組
織的に探っていってほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学５６

科目ナンバリング 　G-LET07 65531 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  マリオン現象学の問題構成

 [授業の概要・目的]
本講義では、フランスの哲学者ジャン＝リュック・マリオン（1946-）の思索を手がかりとして、
現象学を宗教研究に応用することを最終目標とした準備的・原理的探究を行う。宗教哲学的思索を
推し進める上で、マリオンの現象学思想は有効かつ多様な分析ツールを提供してくれている。いわ
ゆる「宗教現象学」とは異なる視点に立った「宗教‐現象学」の構成に目を向けつつ、主としてフ
ランス現象学の先鋭化された諸思想を導きの糸としながら、その総合的形象としてのマリオン思想
を読み解いてゆく。今年度の講義全体は、「表象」・「還元」・「直観」という三つの基本概念に
的を絞って考察を進める。

 [到達目標]
１．マリオン思想の基本概念を正確に理解し、その特性を把握する。
２．現代フランス現象学と宗教哲学との関係性を洞察した上で、前者を後者に適用しつつ思索する
ことができる。
３．複数の思想的立場に関する学習や研究を通して、各人が自らの考えを展開できるようになる。

 [授業計画と内容]
初回と第2回は導入に当てる。第3回から本格的な議論に入ってゆくが、講義の性質上、各サブトピ
ックに対して【　】で指示した週数を充てる。各々を論じるのに時間が足りない場合は、問題を深
く掘り下げてゆく目的で、週数を調整・変更する可能性がある。

１．導入と概説（なぜ現象学なのか？マリオン思想の諸前提）【２週】
２．表象の問い（ハイデガー、レヴィナス、アンリ、マリオン）【４週】
３．還元の問い（超越論的還元と「第三の還元」）【３週】
４．直観の問い（直観の拡張とその帰結）【４週】
５．総括（現象と主体の脱構築は宗教哲学に何をもたらすか？）【１週】
６．フィードバック【１週】

※フィードバックの方法は授業中に説明します

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
初回もしくは第2回の授業の際に基本文献リストを配布するので、その中から各人の関心に基づい
て文献を選び、少しでも目を通しておくと授業の理解が深まるだろう。授業後は、その回の講義内
容を復習することで、自らの学習や研究に生かせるよう心がけてもらいたい。

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



思想文化学５７

科目ナンバリング 　G-LET07 65531 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  身体と欲動の宗教哲学

 [授業の概要・目的]
古の時代から哲学者と宗教者はしばしば身体的欲望を共通の敵と見なしてきた。それにより身体の
制御は一つの形而上学的目標となる。禁欲・克己・節制は長らく宗教的かつ哲学的な美徳であった。
本講義では、禁欲主義（もしくはそれに伴う反出生主義）の宗教哲学を軸としながら、身体および
欲動の問題系を考察する。「肉はいかにして、放蕩の場所であると同時に救済の場所でもありうる
のか？」（ミシェル・アンリ）という問いに対し、アンリとは異なる仕方で答えを探ってみたい。

 [到達目標]
１．身体と欲動の基本問題を西洋哲学の精神史的背景から理解する。
２．古代と現代の思想的連関を認識し、そこから特定の哲学的テーマに関して思索を深めることが
できるようになる。
３．複数の思想的立場に関する学習や研究を通して、各人が自らの考えを展開できるようになる。

 [授業計画と内容]
初回は導入に当てる。第2回から徐々に本格的議論に入ってゆくが、講義の性質上、各サブトピッ
クに対して【　】で指示した週数を充てる。各々を論じるのに時間が足りない場合は、問題を深く
掘り下げてゆく目的で、週数を調整・変更する可能性がある。

１．イントロダクション【１週】
２．古典古代における「身体」の成立【３週】
３．体（ソーマ）と肉（サルクス）の重層的読解【２週】
４．禁欲の形而上学――古代から現代へ【４週】
５．禁欲をめぐる批判的考察（独身制の解釈）【２週】
６．欲動の宗教哲学的解決【２週】
７．フィードバック【１週】

※フィードバックの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]
学期末のレポートにより、到達目標の達成度に基づいて評価する。

宗教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(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]
初回授業の際に基本文献リストを配布するので、その中から各人の関心に基づいて文献を選び、少
しでも目を通しておくと授業の理解が深まるだろう。授業後は、その回の講義内容を復習すること
で、自らの学習や研究に生かせるよう心がけてもらいたい。

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



思想文化学５８

科目ナンバリング 　G-LET07 75541 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience を読む

 [授業の概要・目的]
　『意識に直接与えられたものについての試論』(1889)は、ベルクソンの博士論文にして第一作で
あり、「純粋持続」の概念と共にベルクソニスムの出立点となった記念碑的著作である。
　長らくベルクソン哲学は、いわゆるフランス・スピリチュアリスムの精華と見なされ、その文脈
で、宗教哲学においても重要な位置づけを与えられてきた。だが近年、新資料が続々と刊行され、
新たな研究手法が次々と試みられてきた結果、ベルクソン哲学の描像は大きく変貌し、そこからこ
れまで想像できなかったような哲学的可能性が引き出されようとしている。
　こうした研究状況をも踏まえて、この演習では、フランス語原典の精読という枠組みを超えて、
複数の日本語訳や英訳のクロスリーディングも取り入れつつ、半期で著作全体を通読する。その上
で、参加者一人一人にそれぞれの関心からの文献調査や内容論評などを課すことで、研究的な読解
の訓練の場としたい。

 [到達目標]
１．演習での作業を通して、フランス語の哲学テクストを読みこなすための基本的な読解力を身に
つける。
２．演習での発表準備、および教員による指導を通して、哲学テクストの精密な読解方法、および
それを自分の思索に活用するための基本的な方法を身につける。
３．ベルクソンの重要著作を教師の指導と解説の下で通読することによって、ベルクソン思想の根
本問題とその哲学的・宗教哲学的意義を把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　導入
　テクストを読み進める上で必要な導入的説明を教員が行う。2回目以降の担当者を決める。
第2回‐14回
　ベルクソン『意識に直接与えられたものについての詩論』を１回あたり15頁から20頁のペースで
読み進める。各回の担当者は、内容要約と文献調査を行った上で、もっとも注目すべき箇所につい
て、フランス語原文を抜き出しその日本語訳を自らの手で行う。

第15回
　著作全体を振り返り、教員との質疑応答や出席者間での討議を行う。

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

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

 [成績評価の方法・観点]
平常点(担当箇所の発表、および質疑や議論への参加)による。

 [教科書]
Henri Bergson 『Essai sur les données immédiates de la conscience 』（PUF）ISBN:978-2130625919（
Edition critique (2013年第10版）を用いる。2回目の授業までに各自購入すること）

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

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



思想文化学５９

科目ナンバリング 　G-LET07 75541 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Jankélévitch, La mort を読む  

 [授業の概要・目的]
  この十数年来、哲学や宗教が長らく根本問題の一つとしてきた死や死者という問題が、たとえば
「死生学」のような新たな意匠の下で盛んにとりあげられてきたが、その際「一人称の死」「二人
称の死」「三人称の死」という区分法が自明の事のように用いられてきた。それを最初に提示した
のが、ジャンケレヴィッチの大著『死』(1966)である。死の三区分が便利な符牒として独り歩きす
る一方で、独自の用語を駆使し濃密な文章で展開されるこの著の叙述自体は、ほとんどまともに理
解されていないとい言っても過言ではない。 
  今期の授業では、昨年度に続いて、この著の第2部「死の瞬間における死」の第4章、および第3部
「死の向こう側の死」から重要箇所を抜粋して読み、ジャンケレヴィッチの独特の形而上学的思索
が死の問いへと迫る仕方を精密に理解することを目指す。 

  

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

 [授業計画と内容]
第1回　導入 
　　テクストを読み進める上で必要な予備知識の解説を行う。 
第2回　第２部前半までの内容紹介 
　　昨年度の演習で取り上げた箇所を中心に紹介する。 
第3回‐14回 
　　ジャンケレヴィッチ『死』の第2部「死の瞬間における死」の第4章、および第3部「死の向こ
う側の死」から抜粋した箇所を、１回当たり2頁程度のペースで精読していく。 
第15回 
　　読み終えた箇所全体を振り返り、疑問点等について出席者全員で討議を行う。 

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。 

　

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

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

 [成績評価の方法・観点]
平常点(担当箇所の訳読・議論への参加)（50％)と学期末のレポート(50%）による。レポートは到達
目標の達成度に基づき評価する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学６０

科目ナンバリング 　G-LET07 75541 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Michel Henry, Paroles du Christを読む

 [授業の概要・目的]
本演習では、ミシェル・アンリの遺作となった『キリストの言葉』（2002）を扱う。本書は、後期
アンリのいわゆる「キリスト教三部作」の最後に位するものであり、相対的に明晰な文体で書かれ
た啓蒙書でもあるが、宗教哲学的な示唆に富んだ作品として精読に値する。アンリ思想のエッセン
スをつかみ取ると同時に、聖書（とりわけ福音書）への哲学的アプローチの好例を知る上でも、益
が多いと思われる。必要に応じてNestle-Alandの校訂版で新約原文を確認する。

 [到達目標]
１．フランス語で書かれた哲学書を読み通すために必要な語学力を習得する。
２．哲学書の内容を理解し、その注釈を通じて自らの思索に生かしていく手法を身に付ける。
３．福音書の章句に親しみながら、アンリのキリスト論と現象学思想との連関を総体的に把握でき
るようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
本演習で扱う著作およびその著者について知っておくべき最低限の事柄を説明する。
第2～14回
『キリストの言葉』を序論から読み進めてゆく。進度は出席者の語学力に合わせて調整してゆく予
定。
第15回　まとめ
読み終えた箇所のふりかえり。議論・質問等の時間とする。

※フィードバックの方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
扱うテキストの性質上、新約聖書を頻繁に用いることになるので、最低でも新共同訳は携帯したう
えで参加してほしい。

 [成績評価の方法・観点]
訳読・議論への参加度（50％）と学期末のレポート（50％）により評価する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [教科書]
Michel Henry 『Paroles du Christ』（Seuil）ISBN:2-02-055758-4

 [参考書等]
  （参考書）
ミシェル・アンリ（武藤剛史訳） 『キリストの言葉――いのちの現象学』（白水社）ISBN:978-4-
560-08214-0

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前には、予定された箇所を必ず読み通し、未知の単語や文章の意味をきちんと調べて訳出でき
るようにしておくこと。授業後には読み終えた箇所の内容を自分なりに咀嚼し、それを自分自身の
思索に連結するよう努めてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
初回の授業時に、受講する上での細かい注意事項に加えて参考文献等を伝えますので、必ず出席し
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。



思想文化学６１

科目ナンバリング 　G-LET07 75541 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Max Scheler, Moraliaを読む

 [授業の概要・目的]
本演習では、マックス・シェーラー『モラリア』（1922）の中から宗教哲学に深く関わる論考をピ
ックアップして読み進めてゆく。本書は、シェーラーが四巻本として企図した著作『社会学および
世界観学論集』（1923）の第一巻に組み込まれた論文集である。中でも「苦悩の意味について」（
1916）・「愛と認識」（1915）の二論文は、シェーラー哲学への導入として役立つと同時に、彼独
自の宗教観を余すところなく打ち出した論考群となっており、当該分野の貴重なレガシーをなす。
これらの読解を通じて参加者一人一人が自身の思索を深めていくことが期待される。

 [到達目標]
１．ドイツ語で書かれた哲学書を読み通すために必要な語学力を習得する。
２．哲学書の内容を理解し、その注釈を通じて自らの思索に生かしていく手法を身に付ける。
３．シェーラーの理論を踏まえつつ、古今東西における多様な宗教・哲学思想の考察に触れること
で、それらの連関を総体的に把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
本演習で扱う著作およびその著者について知っておくべき最低限の事柄を説明する。
第2～14回
『モラリア』所収の「苦悩の意味についてVom Sinn des Leides」から読み進めてゆく。進度は出席
者の語学力に合わせて調整してゆく予定。
第15回　まとめ
読み終えた箇所のふりかえり。議論・質問等の時間とする。

※フィードバックの方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
訳読・議論への参加度（50％）と学期末のレポート（50％）により評価する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [教科書]
Max Scheler 『Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre』（Bouvier）ISBN:3-416-01992-X（
Gesammelte Werke, Bd. 6）
Max Scheler 『Moralia』（Der Neue Geist-Verlag）ISBN:978-0-364-69133-5

 [参考書等]
  （参考書）
マックス・シェーラー（飯島宗亮ほか訳） 『シェーラー著作集　９』（白水社）ISBN:4-560-02538-
X

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前には、予定された箇所を必ず読み通し、未知の単語や文章の意味をきちんと調べて訳出でき
るようにしておくこと。授業後には読み終えた箇所の内容を自分なりに咀嚼し、それを自分自身の
思索に連結するよう努めてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
初回の授業時に、受講する上での細かい注意事項に加えて参考文献等を伝えますので、必ず出席し
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。



思想文化学６２

科目ナンバリング 　G-LET07 75541 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(演習)
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 龍谷大学経営学部　准教授 竹内　綱史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ニーチェ『悲劇の誕生』を読む

 [授業の概要・目的]
本演習では、昨年度に引き続き、ニーチェの哲学上の処女作『悲劇の誕生』（1872年）を精読する。
同書は古典文献学の本として書かれてはいるが、当時の文化状況に一石を投じる意図のもとさまざ
まな問題意識が詰め込まれており、すでにニーチェ哲学の中心的な発想がすべてそろっていると言
っても過言ではない。本演習ではその精読を通じて、ニーチェの問題意識を理解するとともに、後
に「ニヒリズム」として論じられるようになる問題について検討したい。

 [到達目標]
・哲学の基礎文献を読み解く力をつける。
・哲学的な問題についてテクストに基づいて議論する力をつける。
・ニーチェ哲学の基本発想を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　『悲劇の誕生』という著作の概要や背景、前年度までの講読箇所の議論について解説する。基本
的な訳書や概説書・注釈書などを紹介し、授業の進め方について周知する。

第2回～第14回　『悲劇の誕生』精読
　『悲劇の誕生』を前年度の続きから精読する。テクストの一語一句について全員で議論する。毎
回プロトコル担当者を決め、授業の最初に前回のプロトコルを発表してもらいそれについて検討し
てから、続くテクストの精読を行う予定。

フィードバックについては授業内で周知する。

 [履修要件]
原典で読むので、ドイツ語の最低限の読解力は不可欠である。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（訳読担当・プロトコル担当・議論への参加度）で評価する。

宗教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(演習)(2)

 [教科書]
Friedrich Nietzsche 『Die Geburt der Tragödie』（Deutscher Taschenbuch Verlag）ISBN:3-423-30151-1（
通称「KSA」と呼ばれるグロイター版ニーチェ全集ポケット版の第1巻）
授業中に上記著作の講読箇所のコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Jochen Schmidt 『Kommentar zu Nietzsches "Die Geburt der Tragödie"』（De Gruyter）ISBN:978- 
3110286915（『悲劇の誕生』に関する比較的新しい注釈書）
Barbara von Reibnitz 『『Ein Kommentar zu Friedrich Nietzsches "Die Geburt der Tragoedie aus dem 
Geiste der Musik" (Kapitel 1-12)』（J.B.Metzler）ISBN:978-3476008329（『悲劇の誕生』前半部に関す
る注釈書）
M.S.Silk and J.P.Stern 『Nietzsche on Tragedy』（Cambridge University Press）ISBN:978-1316507933（
『悲劇の誕生』に関する英語圏における標準的注釈書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
訳読と議論が中心なので、授業前には必ず講読箇所を予習しておくこと。

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



思想文化学６３

科目ナンバリング 　G-LET07 75551 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 下田　和宣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  エラノス会議――「東洋／西洋」の練成と変容　１

 [授業の概要・目的]
　文化的多様性が叫ばれる今日において広く認識が共有されつつあるように、世界は「東洋」と「
西洋」に二分されるわけではない。にもかかわらずこれまで、この非常に極端で実際には非対称的
ですらある地理的メタファーの対比を通じた相互の性格限定は、学問的諸制度はおろか、クリティ
カルで根源的な思索においても支配的であったと言えよう。あるいはそれのみならず、今日のわた
したちの思考にとっても――ヨーロッパの歴史において形成された「東洋」表象が学問的言説によ
って強化され、植民地主義を促進する根拠を提供してきた、という「オリエンタリズム」の告発（
サイード）を経由したわたしたちにとっても――そのモデルはしばしば暗黙の背景としてなお作用
しているのではないだろうか。
　果たしてわたしたちは「東洋」（ないし「西洋」）によって何を語ろうと欲し、何を期待するの
だろうか。この問いをより精緻なものとするためにはまず、東洋／西洋を対として形成・強化して
きた諸々のコンテクストを紐解き、その歴史的現場へと改めて赴くことが重要だろう。この授業で
はそのような意味形成の特異な編み目のひとつとして「エラノス会議」を取り上げたい。「エラノ
ス会議」とは、スイス・アスコナに招かれた神話・宗教・哲学に関するスペシャリストたちによる
国際的な学術討議のことである。1933年の設立以来、ユング、ルドルフ・オットー、エリアーデ、
ショーレム、キャンベル、ティリッヒ、ブーバーなど、日本からも鈴木大拙、井筒俊彦、上田閑照、
河合隼雄らが参加し、人間的根源へと迫る議論を行った（現在もなおその名を冠した集まりは残っ
ている）。錚々たる思想家・研究者たちを単純に統一する実体として「エラノス精神」なるものを
考えることはできないし、広大なエラノス的空間のすべてを渉猟することは非常に困難である。そ
れでもいくつかの講演録を中心に諸々のテクストを読み合わせることで、この稀有な討議的共同体
が何を生み出したのか、彼らを「東洋」への希求へと導いたものが何であったのかという諸問題に
迫りたい。

 [到達目標]
・宗教哲学に関する文献を原文（英語）で精確に読解できるようになる。
・諸々の神話・宗教に関する専門的な研究内容を理解できるようになる。
・「エラノス会議」の持つ学術的ネットワークを紐解くことで、20世紀における神話・宗教研究の
潮流を俯瞰する。
・「東洋／西洋」に対する批判的な見方を養いながら、単純な批判に終始することなく、各思想家
の主張をコンテクストに位置づけることで解釈できるようになる。

 [授業計画と内容]
前期では主に次のふたつの文献（エラノス会議での講演録）を読解する。まず「エラノス会議」の
成立とその精神についての素描であるルドルフ・リッツェマの講演を扱い、会議全体の概観を得る。
それから河合隼雄の日本神話に関する講演を検討する。「エラノス会議」の方向性を定めたのは精
神分析学者のユングであった。河合はユング派の流れをくむ研究者であるので、会議の持つ独特の
雰囲気を知るためにもその講演は有効な手がかりとなるだろう。

第１回　イントロダクション

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)(2)

「エラノス会議」について簡単に紹介。授業の進め方、および扱うテキストについて説明し、訳読
の割り当てを決める。

第２～５回　ルドルフ・リッツェマ「エラノスの諸起源と作品――第55回会議に際しての考察」（
1987年）を読む

第６～１４回　河合隼雄「日本神話における隠れされた神々」（1985年）を読む

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席・担当）、および補足的な発表で評価する。

 [教科書]
授業中にテキストのコピーを配布する。
Rudolf Ritsema, The Origins and Opus of Eranos: Reflections at the 55th Conference, in: Eranos Yearbook 
56/1987, vii-xlvii
Hayao Kawai, The Hidden Gods in Japanese Mythology, in: Eranos Yearbook 54/1985, 397-426

 [参考書等]
  （参考書）
M・グリーン他 『エラノス叢書別巻　エラノスへの招待』（平凡社）（会議についての解説と、参
加者たちによるコメント）
ウィリアム・マガイアー 『ボーリンゲン：過去を集める冒険』（白水社）（エラノス会議を支援し
たボーリング財団を中心とした人間的コネクションと会議の経緯）
河合隼雄 『日本神話と心の構造』（岩波書店）（会議講演の邦訳とユング派認定試験論文）
その他、適宜紹介を行う。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eranosfoundation.org/page.php?page=11&pagename=lecturers(エラノス会議歴代の講演リス
ト)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。訳読担当者は訳稿および担当箇所の要約を作成
すること。

宗教学(講読)(3)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)(3)

（その他（オフィスアワー等））
木曜１２：００～１２：４５、文学部棟八階、宗教学研究室（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。



思想文化学６４

科目ナンバリング 　G-LET07 75551 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学(講読)
Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 下田　和宣

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  エラノス会議――「東洋／西洋」の練成と変容　２

 [授業の概要・目的]
　文化的多様性が叫ばれる今日において広く認識が共有されつつあるように、世界は「東洋」と「
西洋」に二分されるわけではない。にもかかわらずこれまで、この非常に極端で実際には非対称的
ですらある地理的メタファーの対比を通じた相互の性格限定は、学問的諸制度はおろか、クリティ
カルで根源的な思索においても支配的であったと言えよう。あるいはそれのみならず、今日のわた
したちの思考にとっても――ヨーロッパの歴史において形成された「東洋」表象が学問的言説によ
って強化され、植民地主義を促進する根拠を提供してきた、という「オリエンタリズム」の告発（
サイード）を経由したわたしたちにとっても――そのモデルはしばしば暗黙の背景としてなお作用
しているのではないだろうか。
　果たしてわたしたちは「東洋」（ないし「西洋」）によって何を語ろうと欲し、何を期待するの
だろうか。この問いをより精緻なものとするためにはまず、東洋／西洋を対として形成・強化して
きた諸々のコンテクストを紐解き、その歴史的現場へと改めて赴くことが重要だろう。この授業で
はそのような意味形成の特異な編み目のひとつとして「エラノス会議」を取り上げたい。「エラノ
ス会議」とは、スイス・アスコナに招かれた神話・宗教・哲学に関するスペシャリストたちによる
国際的な学術討議のことである。1933年の設立以来、ユング、ルドルフ・オットー、エリアーデ、
ショーレム、キャンベル、ティリッヒ、ブーバーなど、日本からも鈴木大拙、井筒俊彦、上田閑照、
河合隼雄らが参加し、人間的根源へと迫る議論を行った（現在もなおその名を冠した集まりは残っ
ている）。錚々たる思想家・研究者たちを単純に統一する実体として「エラノス精神」なるものを
考えることはできないし、広大なエラノス的空間のすべてを渉猟することは非常に困難である。そ
れでもいくつかの講演録を中心に諸々のテクストを読み合わせることで、この稀有な討議的共同体
が何を生み出したのか、彼らを「東洋」への希求へと導いたものが何であったのかという諸問題に
迫りたい。

 [到達目標]
・宗教哲学に関する文献を原文（英語）で精確に読解できるようになる。
・諸々の神話・宗教に関する専門的な研究内容を理解できるようになる。
・「エラノス会議」の持つ学術的ネットワークを紐解くことで、20世紀における神話・宗教研究の
潮流を俯瞰する。
・「東洋／西洋」に対する批判的な見方を養いながら、単純な批判に終始することなく、各思想家
の主張をコンテクストに位置づけることで解釈できるようになる。

 [授業計画と内容]
後期では井筒俊彦と鈴木大拙による講演を扱う。彼らはともにそれぞれの仕方で「東洋」（あるい
は「精神的東洋」）を追求した宗教哲学者である。日本語の著作に比して、彼らの英語著作はわか
りやすいと言われている。「エラノス会議」での講演もまた、ヨーロッパ文化圏の研究者への紹介
的な意図もあるだろうが、それ以上に「翻訳」という母国語の複雑なコンテクストを外国語という
限定のなかで再整理するという独特の抽象作用によって何が形成されるのか、着目してみたい。

第１回　イントロダクション

宗教学(講読)(2)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)(2)

扱うテキストについて紹介、簡単な説明を行い、担当の割り振りを決める。

第２～８回　井筒俊彦「イマージュとイマージュ不在のあいだ――東アジアの思惟方法」（1979）
を読む

第９～１４回　鈴木大拙「禅仏教における自然の役割」（1953年）を読む

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席・担当）、および補足的な発表で評価する。

 [教科書]
授業中にテキストのコピーを配布する。
Toshihiko Izutsu, Between Image and No-Image: Far Eastern Ways of Thinking, in: Eranos Yearbook 48/
1979, 427-461
Daisetz Teitaro Suzuki, The Role of Nature in Zen Buddhism, in: Eranos Yearbook 22/1953, 291-321

 [参考書等]
  （参考書）
M・グリーン他 『エラノス叢書別巻　エラノスへの招待』（平凡社）（会議についての解説と、参
加者たちによるコメント）
ウィリアム・マガイアー 『ボーリンゲン：過去を集める冒険』（白水社）（エラノス会議を支援し
たボーリング財団を中心とした人間的コネクションと会議の経緯）
井筒俊彦 『東洋哲学の構造：エラノス会議講演集』（慶応義塾大学出版会）（エラノス会議での１
２講演の邦訳）
その他、適宜紹介を行う。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.eranosfoundation.org/page.php?page=11&pagename=lecturers(エラノス会議歴代の講演リス
ト)

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、指定された範囲を前もって読んでおくこと。訳読担当者は訳稿および担当箇所の要約を作成
すること。

宗教学(講読)(3)へ続く↓↓↓



宗教学(講読)(3)

（その他（オフィスアワー等））
木曜１２：００～１２：４５、文学部棟八階、宗教学研究室（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。



思想文化学６５

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期キリスト教教理史I/A

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、ニカイア公会議（325年）以前までの初期キリスト教の中で形づくられた教理
の発展の歴史を、個々の主題に沿って提示することにある。教理とは、教会の中で唱えられたキリ
スト教の教えであるが、最初期のキリスト教の時代から教説の正統性をめぐって様々な問題が生じ
（例えば、一神教やキリスト論の問題など）、その都度それらに対処することによって教理が形成
されてきた。本講義では、キリスト教とユダヤ思想や諸哲学との間にあった緊張関係に目を向けつ
つ、教父たちが形成した教理や諸概念を分析する。

 [到達目標]
主として4世紀くらいまでの教理形成の中心的な問題点に関する基本的な知識を身に付け、当時の
主要な文献を分析しながら、初期キリスト教における教父思想と教理を歴史的に位置づけ、吟味す
ることができる。

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

１．オリエンテーション
２．キリスト教の教父たち
３．ユダヤ教とキリスト教
４．ヘレニズムのユダヤ教
５．キリスト教を取り巻く諸宗教
６．古代哲学とキリスト教
７．グノーシス思想
８．信仰の原則と伝統
９．3世紀以降の教理的規範
10．旧約聖書の正典化
11．新約聖書の正典化
12．二つの聖書の統一と予型論
13．使徒教父時代の三一論
14．護教家における三位一体の形成
15．まとめと総括およびレポート等に関する解説

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
J.N.D. ケリー 『初期キリスト教教理史 上 使徒教父からニカイア公会議まで』（一麦出版社）
授業中にプリントを配付する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に取り上げる事典類や参考文献などを用いての復習を中心とするが、詳細については授業内
にて説明する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学６６

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期キリスト教教理史I/B

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、ニカイア公会議（325年）以前までの初期キリスト教の中で形づくられた教理
の発展の歴史を、個々の主題に沿って提示することにある。教理とは、教会の中で唱えられたキリ
スト教の教えであるが、最初期のキリスト教の時代から教説の正統性をめぐって様々な問題が生じ
（例えば、一神教やキリスト論の問題など）、その都度それらに対処することによって教理が形成
されてきた。本講義では、キリスト教とユダヤ思想や諸哲学との間にあった緊張関係に目を向けつ
つ、教父たちが形成した教理や諸概念を分析する。

 [到達目標]
主として4世紀くらいまでの教理形成の中心的な問題点に関する基本的な知識を身に付け、当時の
主要な文献を分析しながら、初期キリスト教における教父思想と教理を歴史的に位置づけ、吟味す
ることができる。

 [授業計画と内容]
本年度後期のテーマは、「初期キリスト教教理史」である。初回のオリエンテーションに続いて、
次のような項目について、講義が進められる。一回の講義で一つの項目が取り上げられる。

１．オリエンテーション
２．オイコノミアと三位一体
３．反モナルキア主義
４．東方教父における三位一体論
５．キリスト論のはじまり
６．アレクサンドリアのキリスト論
７．人間本性と罪
８．魂と贖罪
９．教会論とキリスト教共同体
10．三つのサクラメント
11．アレイオスの問題
12．ニカイア神学とアタナシオス
13．反ニカイア派とニカイアの余波
14．公会議の歴史的位置付け
15．まとめと総括およびレポート等に関する解説

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
J.N.D. ケリー 『初期キリスト教教理史 上 使徒教父からニカイア公会議まで』（一麦出版社）
授業中にプリントを配付する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に取り上げる事典類や参考文献などを用いての復習を中心とするが、詳細については授業内
にて説明する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学６７

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（８）──キリスト教思想と自然の問題──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2020年度前期は、これまで数年の講義から浮かび上がった諸問題から、「自然」の問題を
集中的に取り上げることによって、キリスト教的な視点から宗教哲学を構築する議論を始めたい。

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

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

０．オリエンテーション：キリスト教にとって「自然」とはいかなる問題か
１．現代思想における「自然」の問い
２．聖書における自然の問い：創造
３．聖書における自然の問い：知恵
４．聖書における自然の問い：終末
５．自然神学：源泉
６．自然神学：古典的議論
７．自然神学：可能性
８．時間と空間
９．自然哲学：宇宙論、物質
10．自然哲学：進化論、自然から精神へ
11．自然科学：生命
12．自然科学：心
13．自然科学：技術
14．自然の宗教哲学に向けて
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学６８

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想と宗教哲学（９）──生命・科学・倫理──

 [授業の概要・目的]
　現代世界において宗教は、深刻な対立要因の一つと見なされている。この対立図式自体の問題性
は別にしても、キリスト教がこうした文脈で問われていることは否定できない。本講義では、こう
したキリスト教思想を取り巻く思想状況を念頭に置きながら、キリスト教思想の新なる展開の可能
性について議論を行いたい。
　そのために本講義では、キリスト教思想とその宗教哲学的基盤の探求というアプローチが試みら
れる。キリスト教思想の新たなる展開には、こうした根本からの議論の組み立てが要求されるから
である。2020年度後期は、これまで数年の講義から浮かび上がった諸問題から、「生命」の問題を
集中的に取り上げることによって、キリスト教的な視点から宗教哲学を構築する議論を進めたい。

 [到達目標]
・キリスト教思想の新しい展開について、最新の知見を獲得することができる。
・キリスト教思想を「生命・科学・倫理」の問題から掘りさげるための手がかりを得ることができ
る。
・近代以降のキリスト教思想がいかなる問題状況に直面しどのような思索を展開してきたかについ
て、思想史的理解を深めることができる。

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

０．オリエンテーション：キリスト教思想にとって「生命」とはいかなる問いか
１．現代思想における「生命」の諸問題
２．生命の危機：生命
３．生命の危機：環境
４．科学技術と生命：次元論
５．科学技術と生命：原子力
６．環境倫理と宗教：自然の権利
７．環境倫理と宗教：世代・家
８．動物倫理と宗教
９．現代の死生観の変容
10．生命倫理と宗教：臓器移植
11．生命倫理と宗教：遺伝子工学
12．生命倫理と宗教：インフォームドコンセント
13．キリスト教的人間学と生命
14．生命論と宗教哲学
15．フィードバック

　フィードバックについては、授業中に説明します。

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講義では、毎回、詳細なプリントを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学６９

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学神学部　教授 岩野　祐介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  明治期日本キリスト者のキリスト教理解

 [授業の概要・目的]
幕末～明治期に宣教師が再来日することにより、日本におけるキリスト教宣教が再開される。その
なかで、日本のキリスト教徒はキリスト教の教義をどのように受けとめ、理解し、説明しようとし
たのか。具体的に文章を読んで確認し、現代的な視点からそれらのキリスト教理解をいかに評価で
きるか、またキリスト教思想の流れに位置付けるとすればどうなるか、といったことを考察する。
特に、ドイツ自由主義神学系のキリスト教理解の影響について、また植村正久・海老名弾正と彼ら
の周辺でなされた、いわゆる「福音主義論争」について、考えてみたい。

 [到達目標]
受講者はこの授業を履修することによって以下のことを目指す。 
・明治期日本のキリスト教についての基礎的な知識を習得した上で、キリスト教史における近代日
本キリスト教の位置づけについて説明できるようになる。 
・東アジアのキリスト教を、比較宗教学の立場から考察する力を身につける。

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

１．はじめに：「近代日本のキリスト教」という問題設定について
２．植村、海老名の「福音主義論争」とその背景
３．『植村正久と其の時代　第五巻』より「日本に於ける独逸神学の影響」―１　シュピンネルと
独逸普及福音教会
４．『植村正久と其の時代　第五巻』より「日本に於ける独逸神学の影響」―２　金森通倫『日本
現今之基督教並に将来之基督教』
５．『植村正久と其の時代　第五巻』より「日本に於ける独逸神学の影響」―３　自由主義神学
６．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―１　
７．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―２　
８．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―３　
９．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―４　
10．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―５　
11．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―６　
12．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―７
13．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―８
14．『植村正久と其の時代　第五巻』より「神学上の論争」―９
15．フィードバック：日本のキリスト教徒はキリスト教をどう受容・理解し説明したのか

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
教科書は使用しない。 
資料については、プリントを配付する予定。 

 [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]
参考文献は各テーマごとに授業内で随時紹介していくので、講義内容と関連する箇所については事
前に目を通し、理解に役立てて欲しい。また授業後には、講義では概略のみ説明した部分について、
紹介した参考文献で調べるといった積極的な取り組みを望む。 また、明治期のテキストに慣れてい
ない場合は、漢和辞典等用いて語意、用法を調べておくなどの事前準備が必要である。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７０

科目ナンバリング 　G-LET08 65631 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 立教大学文学部　准教授 加藤　喜之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期近代キリスト教における意志の問題

 [授業の概要・目的]
キリスト教思想を理解する上で、初期近代という時代は欠かすことができない。ルターらの宗教改
革はいうまでもないが、啓蒙主義の端緒を開いたといわれるデカルトやスピノザやライプニッツの
哲学もまた多大な影響をキリスト教思想に与えたからである。しかしながら、こうした二つの潮流
は、その政治的・宗教的な背景において多くのものを共有しているのにもかかわらず、同じ文脈で
語られることは少ない。そこで本講義は、宗教改革から初期啓蒙までの神学・哲学の歴史をひとつ
の流れでとらえ、その中で継続的に論じられてきた主題に光をあてることで、近代以降のキリスト
教思想の発展を大きく方向づけたこの時代についての理解を深めていく。なかでも、本講義では「
意志」（voluntas）の問題に焦点をあて、当時の神学者や哲学者たちの論争や諸概念を紐解いてい
きたい。

 [到達目標]
主に十六・十七世紀の教理・哲学論争についての基礎的な知識を身につけ、当時の主要な文献を分
析しながら、初期近代のキリスト教における神学・哲学思想を歴史的に位置づけ、分析できるよう
になる。

 [授業計画と内容]
・本講義は基本的に以下の講義計画に基づく。尚、集中講義は8月最終週の５日間を予定している
が、正式な日程が決まり次第、KULASISを通じて連絡をする。
【第１回】「オリエンテーション：近世思想史の方法論」
【第２回】「ルターとエラスムス1」
【第３回】「ルターとエラスムス2」
【第４回】「ルターとエラスムス3」
【第５回】「メランヒトンの『魂についての書』1」
【第６回】「メランヒトンの『魂についての書』2」
【第７回】「カルヴァンとボルセック1」
【第８回】「カルヴァンとボルセック2」
【第９回】「ドルト会議とホマルス1」
【第10回】「ドルト会議とホマルス2」
【第11回】「デカルトと非決定の問題1」
【第12回】「デカルトと非決定の問題2」
【第13回】「スピノザとライプニッツ」
【第14回】「スピノザとライプニッツ」
【第15回】「まとめと総括およびレポート等に関する解説」

キリスト教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
・平常点（授業への取り組み・発言など）・・・ 10点
・レポート・・・ 90点
・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]
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]
・授業中に取り上げる事典類などを用いての復習を中心とするが、詳細については授業内にて説明
する。

（その他（オフィスアワー等））
・初回の講義では、細かい注意事項を伝えるので、必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７１

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──賀川豊彦（４）──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
明治期以降の重要なキリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思
想の重要な局面の解明がめざされている。今年度前期は、昨年後期に引き続き、近代日本を代表す
るキリスト教思想家・実践家である賀川豊彦のテキストを読み進めてみたい。合わせて、賀川研究
に関連した研究文献を講読する。

 [到達目標]
・東アジアのキリスト教思想の動向とその現代的意義について、具体的な問題状況に即した説明が
できるようになる。
・賀川豊彦のキリスト教思想についての理解を深めるとともに、その意義を東アジアの文脈におい
て考察するための手がかりを得ることができる。
・賀川豊彦との関連において、現代キリスト教思想の動向（解放の神学や科学技術の神学、経済神
学、政治神学など）についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、賀川豊彦のテキスト（「宇宙の目的」1958年、キリスト新聞社・全集13巻）を、
担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
テキストは、使用部分について、コピー（あるいはPDFファイル）を用意する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に各一回以上の発表担当
が課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アド
レスは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７２

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本・アジアのキリスト教──北森嘉蔵──

 [授業の概要・目的]
日本・アジアのキリスト教の歴史を振り返りつつ、その新しい思想的可能性を探ることは、日本に
おけるキリスト教思想研究にとって重要な意味を有している。この演習では、年度や学期を超えて、
明治期以降の重要なキリスト教の思想家たちを順次検討してゆくことによって、近代キリスト教思
想の重要な局面の解明をめざしている。今年度後期は、近代日本を代表するキリスト教思想家であ
る北森嘉蔵のテキストを読み進めてみたい。合わせて、日本キリスト教思想に関連した研究文献を
講読する。

 [到達目標]
・東アジアのキリスト教思想の動向とその現代的意義について、具体的な問題状況に即した説明が
できるようになる。
・北森嘉蔵のキリスト教思想についての理解を深めるとともに、その意義を東アジアの文脈におい
て考察するための手がかりを得ることができる。
・北森嘉蔵との関連において、現代キリスト教思想の動向（組織神学、宗教哲学、キリスト教思想
史など）についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
二回目以降は、北森嘉蔵のテキスト（『神の痛みの神学』）を、担当者の解説を通して、順番に精
読してゆく。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
北森嘉蔵 『神の痛みの神学』（教文館）ISBN:978-4764272873
演習で扱う諸論考については、コピー（あるいはPDFファイル）を準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に数回の発表担当が課せ
られる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７３

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想の基本文献を読む

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

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

 [授業計画と内容]
　今年度は、昨年度に引き続き、ティリッヒのキリスト教思想に関わる文献から、次のものを取り
上げ、演習を行う。
Paul Tillich, Berliner Vorlesungen III (1951-1958),Ergaenzungs- und Nachlassbaende zu den Gesammelten 
Werken XVI, De Gruyter, 2009.
第１回：オリエンテーション（演習の目的、進め方などの説明）
第２回：ティリッヒ神学の概観（講義）と演習担当者の決定
第３～15回：担当者によるテキストの精読と討論

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用するテキストについては、コピー（あるいはPDFファイル）を用意する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストの精読によって訳を行い、その要点・概要をま
とめ、関連事項について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメ
を作成すること）、演習に出席すること。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、
討論に積極的に参加すること。なお、受講者には、指定テキスト以外の文献の検討とその報告が求
められる点に留意いただきたい。

（その他（オフィスアワー等））
受講者は、毎時間のテキストの予習と演習への積極的参加が求められ、特に一回以上の発表担当が
課せられる。演習に関わる質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレ
スは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７４

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学神学部　教授 淺野　淳博

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  新約聖書原典研究：ローマ書簡（上2）

 [授業の概要・目的]
新約聖書はキリスト教思想の基盤であり、キリスト教思想研究を志す者には、聖書原典を読む能力
（語学・聖書学・聖書神学など）が求められます。本講義の目的は、受講者が、使徒パウロによる
ローマ書簡（1-8章）を原典から翻訳するとともに、その背後にある神学および歴史・社会状況を
深く理解することです。

 [到達目標]
この講義を終えた際、受講者は以下のことができるようになっていることが望まれます。
1.　パウロに特徴的なギリシア語表現を理解しつつ、原典の適切な翻訳をする。
2.　ローマ書簡前半部の神学的特徴を端的に述べる。
3.　ローマ書簡が執筆された歴史的および社会的状況を端的に述べる。

 [授業計画と内容]
1.　神学トピック#1：ローマ教会とユダヤ教会堂
 2.　翻訳演習（ロマ5.1-11） 
 3.　翻訳演習（ロマ5.1-11）続き
 4.　神学トピック#2：理想的殉教者としてのキリスト
 5.　翻訳演習（ロマ5.12-21）
 6.　翻訳演習（ロマ5.12-21）続き
 7.　神学トピック#3：アダムなる予型	
 8.　翻訳演習（ロマ6.5-19）
 9.　翻訳演習（ロマ6.5-19）続き
10.　神学トピック#4：メタファとしてのバプテスマ
11.　翻訳演習（ロマ7.7-20）
12.　翻訳演習（ロマ7.7-20）続き
13.　神学トピック#5：「私」と罪と律法
14.　翻訳演習（ロマ8.9-29）
15.　翻訳演習（ロマ8.9-29）続き

 [履修要件]
ギリシャ語初級文法を習得していることが期待されますが、必要とあれば個別的に相談します。

 [成績評価の方法・観点]
1.　演習での貢献度と理解度（60%）
2.　期末レポート（40%）＊レポートは英語でも受け付けます。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
B. Aland et al. 『Nestle-Aland's Novum Testamentum Graece, 28th edn』（Deutsche Bibelgesellschaft）
ISBN:1619700301
淺野淳博 『受講者ノート』（初回講義の際に指示します。）
その他、様々な日本語や他言語の翻訳聖書をも参照しますが、それに関しては演習内で指示します。

 [参考書等]
  （参考書）
J.D.G.ダン 『使徒パウロの神学』（教文館）ISBN:978-4-7642-7431-0

 [授業外学修（予習・復習）等]
1.　原書講読の予習：「受講者ノート」にある各問いに答え、テクストを翻訳する。
2.　トピックの予習：註解書等を見て、トピックに関する予備知識をつける。

（その他（オフィスアワー等））
演習に関わる質問は、各週の演習（金曜5限）後か、メール（アドレスは授業にて指示）でお願い
します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７５

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ボンヘッファーのテキストを読む。

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

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



思想文化学７６

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  教父学の古典的研究を読むI/A

 [授業の概要・目的]
この演習の目的は、初期キリスト教における教義史に関する古典的研究を読み、膨大な古代史料の
中から教理的主題や教父の特徴などを網羅的に概観するとともに、教義がどのような歴史的展開を
示しているかを学ぶことである。この演習では、近代ドイツで教父学を発展させた研究を精読する
ことによって、キリスト教思想研究に必要な文献読解力の向上を目指す。

 [到達目標]
教父たちのラテン語・ギリシア語からの引用を含むドイツ語テキストを精読することによって、古
代のキリスト教思想を研究する上で必要な基礎的な学力を養うことができる。

 [授業計画と内容]
今年度は、古代の教理史に関わる古典的文献から、ハルナックの『教理史教本』を取り上げ、演習
を行う。

Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band I, 4te Auflage (Tuebingen 1909), WBG: 
Darmstadt, 2015.

１．オリエンテーション
２．C. Markschiesによる序文と現代的位置付け
３．教義史の課題
４．教義史の定義と分類
５．教義と神学
６．教義の形成
７．「教義史」の歴史
８．古代・中世におけるローマ・カトリック
９．宗教改革
10．合理主義
11．ヘーゲル以降の研究
12．モノグラフ研究
13．宗教史学派
14．近代主義
15．まとめと総括およびレポート等に関する解説

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。受講者には、毎回の翻訳のほか、テキスト上の個別の主題に沿って数回の発表を課
し、それらを総合的に判断する。

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、各人が毎回テキストを精読して訳し、議論の問題点を明確にした上で演習に出席するこ
と。その上で、発表を担当する者は、関連文献などに目を通して、主題に沿った課題の準備をして
報告を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、毎時間のテキストの予習と演習に積極的に参加することが求められる。尚、ドイツ語
テキストの中で引用されるラテン語やギリシア語は、数語か短文程度である。質問は、オフィスア
ワーを利用するか、メール（アドレスは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７７

科目ナンバリング 　G-LET08 75641 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  教父学の古典的研究を読むI/B

 [授業の概要・目的]
この演習の目的は、初期キリスト教における教義史に関する古典的研究を読み、膨大な古代史料の
中から教理的主題や教父の特徴などを網羅的に概観するとともに、教義がどのような歴史的展開を
示しているかを学ぶことである。この演習では、近代ドイツで教父学を発展させた研究を精読する
ことによって、キリスト教思想研究に必要な文献読解力の向上を目指す。

 [到達目標]
教父たちのラテン語・ギリシア語からの引用を含むドイツ語テキストを精読することによって、古
代のキリスト教思想を研究する上で必要な基礎的な学力を養うことができる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、古代の教理史に関わる古典的文献から、ハルナックの『教理史教本』を取り上げ、
演習を行う。

Adolf von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band I, 4te Auflage (Tuebingen 1909), WBG: 
Darmstadt, 2015.

１．オリエンテーション
２．教義史研究の諸前提
３．福音と旧約聖書
４．ユダヤ教との分離
５．ローマ・ギリシア世界
６．ギリシア精神
７．最初期キリスト教
８．カトリシズム
９．使徒的信仰論
10．イエス・キリストの福音
11．二重の福音
12．終末論
13．メシア主義
14．神の国
15．まとめと総括およびレポート等に関する解説

 [履修要件]
特になし

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。受講者には、毎回の翻訳のほか、テキスト上の個別の主題に沿って数回の発表を課
し、それらを総合的に判断する。

 [教科書]
使用するテキストについては、コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、各人が毎回テキストを精読して訳し、議論の問題点を明確にした上で演習に出席するこ
と。その上で、発表を担当する者は、関連文献などに目を通して、主題に沿った課題の準備をして
報告を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、毎時間のテキストの予習と演習に積極的に参加することが求められる。尚、ドイツ語
テキストの中で引用されるラテン語やギリシア語は、数語か短文程度である。質問は、オフィスア
ワーを利用するか、メール（アドレスは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学７８

科目ナンバリング 　G-LET49 89639 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（初級） 

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、母音記号、聖書テキストの伝統、ラビ文学を含む歴史的な言語文化の概要とと
もに、文法の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、語根、分詞ほか）を教える。
16－17世紀の文法学者の意見も紹介しながら、品詞の区別の意義や名詞文の特徴的構造に親しみ、
さらに個々の文法事項がもつ聖書解釈上の意義についても解説する。

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して、文章を声に出して読めること。ヘブライ語作文ができる
こと。辞書を使えるようになること。また簡単な名詞文の和訳ができること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（概観）、２．文字と音、３．母音記号、４．形容詞と名詞（男性形と女性
形他）、５．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、６．人称代名詞と指示代名詞（前置詞他を含む）
、７．存在詞（定冠詞ほかを含む）、８．語根とビニヤン（導入）、９．現在分詞、１０．ヘブラ
イ語辞書の使い方、１１．語根とビニヤン（基本形）、１２．語根とビニヤン（ラメッド＝ヘイ）、
１３．語根とビニヤン（アイン＝ヴァヴ、ユッド）、１４．テキスト読解、１５．小テストとテキ
スト読解

＊１課題あたり１～２回を当てる場合もある。
＊＊内容や順番は授業の進捗状況で多少変化することもある。
＊＊＊確認クイズは２～３回、学習の区切りで行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価・・・・宿題（３０％）、クイズ（３０％）、小テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時に指示する暗記課題や練習問題をすること。授業で配布するコピーとハンドアウトの見直し
ノート整理すること。

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



思想文化学７９

科目ナンバリング 　G-LET49 89640 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
動詞（完了形・未完了形・命令形、時制など）のシステム及び動詞を含む文章構造の理解を中心に
ヘブライ語文法の基礎を学ぶ。語根別の共通変化パターン、および歴史的な語根の混同また時制シ
ステムの歴史的な問題を学ぶ。聖書テキストを含む色々な時代のテキストを声に出して読み、テキ
スト翻訳の中で注意するべき文法的な事項の認識を深める。また聖書テキストの中にある、言葉の
結びつきと切り離しの伝統（タアメイ・ミクラー）の重要性も解説する。動詞の理解においては、
16－17世紀の文法学者の意見も紹介する。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了の基本活用を覚えること。語根パターンが生む不規則変化を認識できること。
完了・未完了・分詞を含む現代ヘブライ語の文構造を理解し翻訳できること。聖書ヘブライ語の特
殊な時制構造を理解すること。辞書を効果的に用いること。母音記号なしのテキストも多少読める
こと。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語文法（名詞文）の確認、２．名詞と動詞パラダイムの諸問題、３．完了形（基本）、
４．未完了形（基本）、５．不定詞と命令形、６．不規則変化（III-h/y）、７．不規則変化（II-w/y、
I-y）、８．不規則変化（I-n、Geminate Verbs)、９．自動詞と形容詞（パアルとニフアル）、１０．
聖書ヘブライ語の時制問題、１１．動詞と意志（ヒトパエルとニフアル）、１２．使役動詞と他動
詞（ヒフィルとピエル）、１３．テキスト読解（現代文）、１４．テキスト読解（ルネサンス期）、
１５．小テストとテキスト読解

＊１課題あたり１～２回の授業を要する場合もある。
＊＊進捗状況をみながら内容や順番は多少変化する。
＊＊＊学習の区切りで、2～3回の確認クイズをする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価・・・宿題（３０％）、クイズ（３０％）、小テスト（４０％）

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(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]
授業時に指示する暗記課題やテキスト読解の予習をすること。授業で配布するコピーとハンドアウ
トの見直しノート整理すること。

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



思想文化学８０

科目ナンバリング 　G-LET08 7M272 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 芦名　定道
准教授 文学研究科 津田　謙治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学の諸問題

 [授業の概要・目的]
大学院生らが自らの研究に関して、毎回報告して行き、それに対する質疑応答、討論を通して、自
他の理解の地平を広げて行くことを目的とする。キリスト教学専修の大学院生は必修、学部生その
他の聴講も可。

 [到達目標]
キリスト教学専修に所属の大学院生は、各自の研究テーマについて、前期と後期にそれぞれ１時間
程度の研究発表を行い、その後に30分程度（～1時間程度）の質疑応答（指導教員のコメントを含
む）を通して、それぞれの研究段階に応じた研究課題（たとえば、修士課程の学生は修士論文の作
成という課題、博士後期課程の学生は、学会の学術大会での研究発表や雑誌論文の作成という課題）
を着実に進めることができるようになる。また、ほかの研究テーマに関する研究発表を聴き、討論
に参加することによって、キリスト教研究全般についての視野を広げることができる。

 [授業計画と内容]
　キリスト教学専修所属の大学院生（修士課程、博士後期課程）は、この演習で、前期後期、各一
回ずつの研究発表を行うことが求められる。研究発表は、1時間程度の発表と、その後30分～１時
間程度の質疑応答によって、進められるが、発表者は、レジュメなどを含む必要な準備を行うこと。

　発表内容は、学年に応じて、次のような内容が考えられる。Ｍ１：修士課程での研究テーマに関
する研究。Ｍ２：修士論文の内容に関わる研究（修士論文の指導は、この演習で行われる）。Ｄ：
学会での口頭発表や論文執筆に関わる内容（Ｄ３の学生には、合わせて、博士論文の構想について
の発表が求められる）。
　

 [履修要件]
キリスト教学専修所属の大学院生。

 [成績評価の方法・観点]
前期と後期、一回ずつの研究発表とその後の質疑応答をもとにして、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。

キリスト教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
前期後期に一時間程度の研究発表（レジメあるいは発表原稿を用意する）を行うために、計画的な
準備を行う必要がある。そのために、指導教員との研究相談を必要に応じて行うことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
演習に関わる質問は、オフィスアワー（芦名：火３と水４）と指定の研究指導日を利用するか、あ
るいはメール（アドレスは、授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８１

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  平安時代後期彫刻史研究③

 [授業の概要・目的]
平安時代後期（１０世紀末頃から１２世紀末期）の彫刻史の展開を論じる第三期目で、本期は１１
世紀末から１２世紀末頃までの、院政期彫刻史を取り上げる。具体的には、定朝以後の京都を中心
とした仏師の事績の検討を主に行っていく。特に１２世紀半ば頃まで権門の造仏を重荷になった円
派仏師や、定朝直径に当たる院派仏師、さらには興福寺の再興造仏に活躍し、京都でも活動を行っ
た奈良仏師の事績を取り上げる。この時期の仏像製作は、和様の彫刻様式が大成され、定朝様の仏
像が盛んに製作される時代であり、一方、その後半期には鎌倉彫刻様式に繋がる新時代の彫刻様式
が生み出された時代でもあり、日本彫刻史の重要な時代である。そのためもあって膨大な先行研究
があるが、この授業ではこれらの先行研究に先ず目を向けた上で、近年の歴史学を含む最新の研究
成果を紹介しながら授業を進め、この時期の彫刻史の動向についての理解を深める。

 [到達目標]
　平安時代後期の主要な彫刻を概観した講義を受けることで、古代から中世へと展開するこの時期
の美術の中枢を学び、日本の文化の造詣をより一層深めることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。 

第１回目　　　はじめに 
第２回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の円派仏師の動向:円勢 
第３回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の円派仏師の動向:長円 
第４回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の円派仏師の動向:賢円 
第５回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の円派仏師の動向:賢円と鳥羽勝 
　　　　　　　光明院の造仏 
第６回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の円派仏師の動向:その他の円派仏 
　　　　　　　師 
第７回目　　 院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の院派仏師の動向 
第８回目　　　院政期前半期（白河・鳥羽院政期）の奈良仏師の動向 
第９回目　　　院政期後半期期（後白河院政期）の円派仏師の動向 
第１０回目　　院政期後半期期（後白河院政期）の院派仏師の動向 
第１２回目　　院政期後半期期（後白河院政期）の奈良仏師の動向 
第１３回目　　慶派仏師の出現 
第14回目　　　まとめ 
第15回目　　　フィードバック　　  　

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８２

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本肖像彫刻史研究①

 [授業の概要・目的]
　日本では、中国の影響を受け、奈良時代頃から肖像彫刻が製作されるようになる。この授業は、
奈良時代から江戸時代の肖像彫刻の歴史を論じるが、今期は奈良時代から鎌倉時代前期頃までの肖
像彫刻を対象とする。授業は、時代順に具体的な遺品を分析していくが、特に肖像の写実性と理想
化、機能といった問題点に注意を払ったて検討を行っていく。これは、肖像が像主の姿を写したも
のとする一般的な理解を見直す必要性があるからである。肖像は、像を造らせる人びとの意向や、
造像目的・機能、さらに製作者の技量によって造形が変わることもあり、特に画像よりも実在感を
有する彫像は、理想化の問題が絶えずつきまとっている。いずれにしても、この授業では、各時代
を代表する肖像彫刻の遺品を造形のみならず、様々な資料を用いて分析し、日本の肖像彫刻の歴史
の理解を深めたい。  

 [到達目標]
　日本の重要な造形遺品である肖像彫刻について、多様な側面から分析した講義を受講することで、
日本の文化の造詣をより一層深めることができるようになる。  

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる課題は以下の通りである。 

第１回目　　　　 はじめに 
第２回目　　 奈良時代の肖像彫刻（唐招提寺鑑真像） 
第３回目　　 奈良時代の肖像彫刻（法隆寺行信像） 
第４回目　　 平安時代前期の天台高僧像の特色 
第５回目　　 園城寺の二体の円珍像 
第６回目　　 東大寺良弁像 
第７回目　　 平安後期の円珍像の模刻をめぐって 
第８回目　　 鎌倉時代の肖像彫刻の概要 
第９回目　　 興福寺再興造営期の肖像彫刻（南円堂法相六祖像） 
第１０回目　 興福寺再興造営期の肖像彫刻（東金堂維摩像） 
第１１回目　 興福寺再興造営期の肖像彫刻（北円堂無著・世親像） 
第１２回目　 重源の四体の肖像彫刻をめぐって 
第１３回目　 東大寺重源像の諸問題 
第１４回目　　　 まとめ 
第１５回目　　　 フィードバック

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８３

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教画をめぐる考察―中世から近世にかけての墓碑装飾を中心に

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

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

 [授業計画と内容]
西欧では、偶像崇拝を禁止するキリスト教の基本理念にもかかわらず、宗教心をかきたて祈りを促
すため、様々な機能をもった画像が発達した。本授業では、中世から近世にかけて制作された墓碑
装飾に注目して、それぞれの機能と表現の在り方を理解するとともに、墓碑装飾を制作するに際し
て画家や彫刻家が行う芸術的創意と宗教的機能の調停の工夫について、考察する。授業は、講義形
式と、受講生による討論を織り交ぜながら行う。基本的にプランに従って講義を進めるが、講義の
進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション―キリスト教における画像の使用 
第2回　初期キリスト教時代の墓碑装飾―イタリアを中心にして
第3回　初期キリスト教時代の墓碑装飾―イタリア以外の事例を中心にして
第4回　中世の墓碑装飾―ロマネスク期の彫刻作品（聖職者の墓碑彫刻）
第5回　中世の墓碑装飾―ロマネスク期の彫刻作品（世俗権力者の墓碑彫刻）
第6回　中世の墓碑装飾―ゴシック期の彫刻作品（聖職者の墓碑彫刻）　
第7回　中世の墓碑装飾―ゴシック期の彫刻作品（世俗権力者の墓碑彫刻）
第8回　中世の墓碑装飾―絵画作品に着目して
第9回　近世初頭の墓碑装飾―北方ヨーロッパの彫刻作品
第10回　近世初頭の墓碑装飾―イタリアの彫刻作品
第11回　近世初頭の墓碑装飾―絵画作品に着目して
第12回　墓碑彫刻と墓碑画の関係について―図像プログラム
第13回　墓碑彫刻と墓碑画の関係について―肖像表現
第14回　墓碑彫刻と墓碑画の関係について―費用
第15回　まとめ 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席状況および議論への参加など、30点）と期末レポート（70点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
フィリップ・アリエス 『図説死の文化史―ひとは死をどのように生きたか』（日本エディタースク
ール出版部、1990年）
E. Panofsky 『Tomb Sculpture: Four Lectures on Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini』（
London, 1964/1992）
小池寿子 『死を見つめる美術史』（ちくま文庫、2006年）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８４

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  花の静物画の成立と展開―16世紀末から17世紀初頭の事例を中心にして

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

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

 [授業計画と内容]
ヨーロッパにおける花の静物画の絵画ジャンルとしての成立は17世紀初頭にさかのぼる。本年度は、
フフナーヘル、サーフェリー、ヤン・ブリューゲルなど、花の静物画の誕生に寄与した芸術家たち
の活動について分析し、ヨーロッパにおける花の静物画成立の背景について、多角的に考察する。
授業は、講義形式と受講生による討論を織り交ぜながら行う。基本的にプランに従って講義を進め
るが、講義の進み具合、受講生の理解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション―16世紀までの花の描写の展開
第2回　写本装飾とフフナーヘル一族―近世初頭の写本装飾
第3回　写本装飾とフフナーヘル一族―フフナーヘル一族について
第4回　写本装飾とフフナーヘル一族―フフナーヘル一族の写本装飾の革新
第5回　写本装飾とフフナーヘル一族―フフナーヘル一族と細密画
第6回　花の静物画の考案をめぐって―版画の問題
第7回　花の静物画の考案をめぐって―サーフェリーの革新
第8回　花の静物画の考案をめぐって―北部ネーデルラントの動き
第9回　花の静物画の考案をめぐって―ヤン・ブリューゲル（父）の登場
第10回　花の静物画の受容の諸様態―フェデリーコ・ボッローメオと風景画
第11回　花の静物画の受容の諸様態―フェデリーコ・ボッローメオと花の静物画
第12回　花の静物画の受容の諸様態―「花輪の聖母子」図像の形成
第13回　花の静物画の受容の諸様態―専門画家間の共同制作
第14回　花の静物画の受容の諸様態―セーヘルスとイエズス会の動向
第15回　まとめ

※フィードバック方法は授業中に説明します。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席状況および議論への参加など、30点）と期末レポート（70点）に関して、到達目標の
達成度に基づき評価する。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
B. Brenninkmeijer-de Rooij 『Roots of 17th-Century Flower Painting』（Leiden, 1996）
小林頼子 『花のギャラリー―描かれた花の意味』（八坂書房、2003）
Toshiharu Nakamura 『Inspiration and Emulation: Selected Studies on Rubens and Rembrandt』（Peter 
Lang, 2019）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８５

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  美学史研究―ヘルダーとドイツ観念論―

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、美学史の再構築を通じて美学研究の（一つの）ありようを示すことにある。今学
期は、ヘルダー(Johann Gottfried Herder, 1744-1803)とドイツ観念論との関係を考察する。ヘルダーは、
（若き日の）師にして（後年の）論敵であるカントの陰に隠れがちな思想家であるが、近年、その
ドイツ観念論への影響が指摘されるようになってきている。すなわち、ライプニッツ・ヴォルフ学
派とドイツ観念論とを「カントとは別の仕方で」つないだのだ、というわけである。この動向に掉
さしつつ、本講義ではドイツ観念論の各思想家とヘルダーとの関係を、実際にテクストを比較しな
がら検討する。

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

 [授業計画と内容]
以下を仮の計画として示しておくが、「特殊講義」という性格上、担当教員の研究の進展度によっ
て変更されうる。また、受講者の関心の所在や理解度によっても変更されうる。その場合は、授業
内およびKULASISにて指示する。
第1回	イントロダクション
第2回	ヘルダーとヤコービ
第3回	ヘルダーとラインホルト
第4回	ヘルダーとマイモン
第5回	ヘルダーとフィヒテ①啓示
第6回	ヘルダーとフィヒテ②自我
第7回	ヘルダーとフィヒテ③歴史
第8回	ヘルダーとシェリング①有機体
第9回	ヘルダーとシェリング②知的直観
第10回	ヘルダーとシェリング③歴史
第11回	ヘルダーとヘーゲル①弁証法
第12回	ヘルダーとヘーゲル②歴史
第13回	ヘルダーとヘーゲル③教育
第14回	まとめと補足
第15回	フィードバック

 [履修要件]
美学講義を履修済みであることが望ましい。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート80点＋授業中の発言・議論への貢献度20点（加点方式、発言しない場合は0点）によ
り評価し、これに出席率を乗じて最終成績とする。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
詳細な評価基準はレポート課題提示時に併せて提示する。

 [教科書]
使用しない
必要な資料は担当教員がコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
加藤尚武（編） 『理性の劇場』（中央公論新社）ISBN:9784124035247（※『哲学の歴史』第7巻）
その他、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
特殊講義は、教員による研究の「実演」である。講義内容を基に、自分ならどう考えるか、を常に
意識して授業に臨むこと。そのためにも、授業で紹介する文献を閲読すること。

（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。



思想文化学８６

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代美学研究―美的性質論―

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、現代美学の研究・議論状況の一端を提示することにある。今学期は、美的性質
(aesthetic property)について講じる。「美しい」「崇高だ」「醜い」「バランスの取れた」「力強い」
などの形容詞によって表される「美的性質」には、どのようなものがあるのか？ある性質は何によ
って美的になるのか？美的性質は実在するのか？以上のような諸問題を検討する。

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

 [授業計画と内容]
以下を仮の計画として示しておくが、「特殊講義」という性格上、担当教員の研究の進展度によっ
て変更されうる。また、受講者の関心の所在や理解度によっても変更されうる。その場合は、授業
内およびKULASISにて指示する。
第1回	イントロダクション
第2回	シブリーの美的性質論の背景
第3回	シブリーの美的性質論（1960年代）
第4回	シブリーの美的性質論（1970年代以降）
第5回	シブリーによるバウムガルテン／シブリー以後のバウムガルテン 
第6回	シブリーによるヒューム／シブリー以後のヒューム
第7回	シブリーによるカント／シブリー以後のカント
第8回	ヘルメレンの美的性質類型論
第9回	ゴールドマンの反実在論的美的性質論
第10回	ザングヴィルの実在論的美的性質論
第11回	「ホンモノだ」は美的性質か？
第12回	「かわいい」は美的性質か？ 
第13回	「かっこいい」は美的性質か？
第14回	まとめと補足
第15回	フィードバック

 [履修要件]
美学講義を履修済みであることが望ましい。少なくとも、シブリーの論文「美的概念」を読んでい
るものとして授業を進める（下記参考書に所収の邦訳でよい）。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート80点＋授業中の発言・議論への貢献度20点（加点方式、発言しない場合は0点）によ
り評価し、これに出席率を乗じて最終成績とする。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
詳細な評価基準はレポート課題提示時に併せて提示する。

 [教科書]
必要な資料は、担当教員がコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
西村清和（編） 『分析美学基本論文集』（勁草書房）ISBN:9784326800568（※シブリー「美的概念」
所収）
その他、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
特殊講義は、教員による研究の「実演」である。講義内容を基に、自分ならどう考えるか、を常に
意識して授業に臨むこと。そのためにも、授業で紹介する文献を閲読すること。

（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。



思想文化学８７

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術研究

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

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

 [授業計画と内容]
　本年度前期は仏伝に取材した中国仏教美術の重要作例を取り上げ、近年紹介された資料やその東
アジア的展開にも留意しつつ検討を加える。基本的に以下のプランに随って講述を進めるが、担当
者の方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、テーマ毎の回数や順序は変更する場合がある。
第1回　本講義の視点と問題意識
第2回　北魏前期石窟寺院における仏伝図像
第3回　北魏後期～北斉・北周期石窟寺院における仏伝図像
第4回　南北朝期の単独造像等における仏伝図像
第5回　南北朝期の仏伝美術とその東アジア的展開
第6回　隋唐期石窟寺院における仏伝図像
第7回　隋唐期の単独造像等における仏伝図像
第8回　隋唐期の仏伝美術とその東アジア的展開
第9回　五代～両宋期石窟寺院における仏伝図像
第10回　五代～両宋期の単独造像・出土文物等における仏伝図像
第11回　五代～両宋期の仏伝美術とその東アジア的展開
第12回　インドの仏伝美術と東アジア
第13回　中央アジアの仏伝美術と東アジア　
第14回　仏伝美術と舎利信仰
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８８

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 稲本　泰生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア仏教美術研究

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

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

 [授業計画と内容]
本年度後期は、大英博物館等に分蔵される敦煌発見の唐宋絵画から主要作例を選定し、その読解を
起点として図像解釈上の諸問題を論じる。基本的に以下のプランに随って講述を進めるが、担当者
の方針と受講者の背景や理解の状況に応じ、テーマ毎の回数や順序は変更する場合がある。
第1回　本講義の視点と問題意識 
第2回　仏伝図の事例
第3回　本生図の事例
第4回　牢度叉闘聖変などの事例
第5回　法華経変相図の事例
第6回　維摩経変相図の事例
第7回　阿弥陀浄土変相図の事例
第8回　薬師浄土変相図の事例
第9回　弥勒浄土変相図の事例
第10回　観音菩薩図の事例
第11回　地蔵菩薩図の事例
第12回　高僧図の事例
第13回　羅漢図の事例　
第14回　密教図像の事例
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
必要な資料を配付する。

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学８９

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リズムの哲学

 [授業の概要・目的]
リズムは音楽の根源である。リズムを欠いた音楽は音楽ではない。しかしリズムは、例えば労働や
スポーツや演劇、さらには絵画（例えば印象派における「タッチ」）など、人間のあらゆる活動の
基底でもある。この授業ではヨーロッパの音楽ならびに音楽思想を通して、リズムとは何かを問う。

 

 [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]
第一回～第三回：生の哲学のリズム論（ベルグソン、クラーゲス、エルンスト・クルトのリズム哲
学を扱う）
第四回～第六回：リズムとビート（パルス）の違い（定量記譜法、小節線の誕生、時計の進歩、そ
してニュートン的時間などを参照しつつ、西洋音楽のデジタル性＝離散性について考える）
第七～第八回：木村敏の時間論とリズム
第九回～第十回：リオタールの非人間の哲学とリズム
第十一～十二回：レヴィ＝ストロースのボレロ論
第十三回～第十五回：「音楽の散文」の概念史（ワーグナーおよびシェーンベルクの著作に即し、
スクエアに分節された時間からの音楽の解放の歴史をたどる）

 [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。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
木村敏 『時間と自己』（中公新書）

 [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。



思想文化学９０

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 岡田　暁生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リズム史としての西洋音楽史

 [授業の概要・目的]
人間がどう時間を感じていたか　――　それは音楽の中に如実にあらわれる。この授業ではネウマ
譜に代わって定量記譜法が登場した中世、小節線が引かれるようになったバロック、そして小節線
のスクエアな時間からの解放を探究した20世紀を中心として、時間意識の変化としての西洋音楽史
を辿る。

 [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]
第一回から第三回：リズムとビートは違う（ウィーン古典派で確立された拍節リズム、ロマン派の
時代に出てきた音楽の散文の概念、モダン・ジャズにおけるポリリズム、1970年代の西ドイツにお
けるクラウトロックを検討する）
第四回～第六回：時間計測としての音楽史（ネウマ譜からの定量記譜法の誕生、小節線の誕生、拍
節リズムの誕生を扱う）
第七回～第八回：時間を逆行させる夢（マショー、アルバン・ベルクと十二音技法、メシアンの逆
行不能のリズムを扱う）
第九回～第十一回：シュトックハウゼンの音楽論（トータルセリーの危機、点の音楽、群の音楽、
時間と空間の同一性を論じる）
第十二回～第十三回：クセナキスと確率論
第十四回～第十五回：ジョン・ケージ（プリペアドピアノにおける極度に管理された時間から４分
33秒における無分節の時間への移行および近藤譲の「線の音楽」について）

 [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。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配る予定。

 [参考書等]
  （参考書）
岡田暁生 『恋愛哲学者モーツァルト』（新潮社）
 

 [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。



思想文化学９１

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 京都市立芸術大学美術学部　教授 加須屋　明子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代美術研究

 [授業の概要・目的]
多様化する同時代における、現代美術の様々なありかたを考察する。具体的には、60年代以降のい
わゆる現代美術の諸様相を検討しつつ、旧東欧地域においてどのように社会状況と関わりながら美
術が変容してきたのかを考え、また合わせて日本の戦後美術の成り立ちについても触れる。

 [到達目標]
現代美術の成り立ちについて理解し、西欧諸国のみならず、旧東欧地域における美術の様相につい
て基本的事項を知り、日本との比較を通じて同時代の芸術表現について積極的に関わる姿勢を養う。

 [授業計画と内容]
1 授業概要，ガイダンス【2週】
2 現代美術の成り立ち【4週】
　アースワーク、ランドアート、自然との関わり
3 美術と社会との関わり【4週】
　パブリック・アート、クリティカル・アート、社会的関与
4 身体と記憶【4週】
　パフォーマンス、演劇と美術
5 まとめ【1週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
評価方法：　レポート

 [教科書]
使用しない
適宜、プリント資料等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
クレア・ビショップ 『人工地獄』（フィルムアート）
加須屋明子 『ポーランドの前衛美術』（創元社）
山本浩貴 『現代美術史』（中央公論新社）
アーサー・C. ダントー他 『アートとは何か: 芸術の存在論と目的論』（人文書院）

 [授業外学修（予習・復習）等]
積極的な予習復習を歓迎します

（その他（オフィスアワー等））
質問等はメールで　kasuya@kcua.ac.jp　まで。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９２

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

岡山大学人文社会科学研究科
准教授　　　　　　　　　　 岡本　源太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  ルネサンス美学研究

 [授業の概要・目的]
ルネサンスのヨーロッパ――西洋に多彩な芸術が新たに生まれたこの時期、人文主義の名のもとに
展開した哲学もまた、人間と世界、言葉と学知、社会と歴史、政治と文化に対する新たな洞察をも
たらした。しかも、ルネサンスの「万能人」たちが象徴するごとく、このとき芸術と哲学は分かち
がたく結びついていた。本講義では、芸術のなかでもとくに絵画に焦点を当て、絵画がルネサンス
の新しい哲学のモデルになったことを多角的に考察する。絵画の比喩に着目してルネサンスの哲学
者たちの言葉を読み、またその言葉を実際のルネサンスの絵画の数々に照らしあわせることで、そ
こに言語以前の感覚・形象・比喩を駆使した思考法を剔抉し、近代美学の前史として特徴づける。

 [到達目標]
ルネサンス美学の特徴を理論的に理解するとともに、ルネサンス芸術についての歴史的な展望を得
る。

 [授業計画と内容]
1. 方法としての絵画、真理としての絵画
2. レオナルド・ダ・ヴィンチ
3. 絵は詩のごとく
4. レオン・バッティスタ・アルベルティ
5. 物語画
6. マルシリオ・フィチーノ
7. 寓意画
8. ニッコロ・マキアヴェッリ
9. 風景画
10. ミシェル・ド・モンテーニュ
11. 肖像画
12. ジョルダーノ・ブルーノ
13. 装飾画
14. ガリレオ・ガリレイ
15. 芸術作品としてのルネサンス

 [履修要件]
特になし

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
授業中のディスカッション（20％）、および授業後のレポート（80％）により評価する。
レポートの評価については到達目標の達成度に基づく。積極的な調査や分析、独自の観察や見解が
見られるものについては高い評価を与える。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
エドガー・ウィント 『ルネサンスの異教秘儀』（晶文社）（ルネサンスにおける哲学と芸術の交差
について。）
ダニエル・アラス 『モナリザの秘密』（白水社）（ルネサンス絵画におけるイメージの思考につい
て。）
エレーヌ・ヴェドリーヌ 『ルネサンスの哲学』（白水社）（ルネサンス哲学史について。）
小佐野重利ほか 『西洋美術の歴史4　ルネサンス1　百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表現』
（中央公論新社）（ルネサンス美術史について。）
秋山聰ほか 『西洋美術の歴史5　ルネサンス2　北方の覚醒、自意識と自然表現 』（中央公論新社）
（ルネサンス美術史について。）

  （関連ＵＲＬ）
https://passing.hatenablog.jp/entry/20190608/1559919600(美学入門――読書案内)
https://passing.hatenablog.jp/entry/20190505/1556982000(美学の今世紀――読書案内)

 [授業外学修（予習・復習）等]
本科目は集中講義として実施する。事前に参考文献等でルネサンス期ヨーロッパの哲学と芸術の概
略を掴んでおくことが望ましい。また、美術館や図版集等でルネサンス絵画になじんでおくことも
推奨する。

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



思想文化学９３

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

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

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

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

授業では以下のような項目を取り扱うことを予定している。１）「関係性」によって成り立つ作品、
２）「鑑賞者参加型」という特徴、３）リレーショナル・アートに見られる社会批判的な側面、４）
ニコラ・ブリオーと『関係性の美学』、５）芸術と社会批判、６）「関係性の美学」の日本への影
響、７）ミニマリズム、８）アルテ・ポーヴェラともの派、９）コンセプチュアル・アート、10）
パフォーマンス・アート、11）リレーショナル・アートの系譜、12）「関係性としての敵対」、13）
プロトタイプ、14）アート・プロジェクトの問題点。具体的な講義の進め方については適宜指示を
行う。15週目はフィードバックとする。

 [履修要件]
後期の連続的な履修が望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点。平常点には、授業への参加状況、授業内での報告および議論の内容を含む。

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
Nicolas Bourriaud 『Relational Aesthetics』（Les Presse Du Reel）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介した文献を読んでくること。また、授業後はノートや配布物を読み直して論点整理を
行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９４

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 武田　宙也

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芸術生成論

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

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

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

授業では以下のような項目を取り扱うことを予定している。１）アウトサイダー・アート、２）ジ
ャン・デュビュッフェ、３）芸術と臨床、４）ジャン・ウリとラ・ボルド病院、５）『すべての些
細な事柄』、６）『創造と統合失調症』、７）生の美学、８）収集とブリコラージュ、９）ヘテロ
トピア、10）フェルナン・ドゥリニィの地図作成、11）放浪と漂流、12）「非口頭的な言語」とし
ての身振り、13）ジャン・マリと『この子ども』、14）身振りと現代美術。具体的な講義の進め方
については適宜指示を行う。15週目はフィードバックとする。

 [履修要件]
前期の連続的な履修が望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点。平常点には、授業への参加状況、授業内での報告および議論の内容を含む。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
ジャン・ウリ 『コレクティフ：サン・タンヌ病院におけるセミネール』（月曜社）

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介した文献を読んでくること。また、授業後はノートや配布物を読み直して論点整理を
行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９５

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都工芸繊維大学
工芸学部 准教授 永井　隆則

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代美術の「近代性」(3)

 [授業の概要・目的]
象徴主義からバウハウスに至るまで、19世紀末から第2次世界大戦終了頃までの近代美術の諸運動
の特色をそれぞれの「芸術観」、「制作の論理」、「技法」、「思想」に即して明らかにしつつ近
代美術が追求した「近代性」とは何であったかを講じる。

 [到達目標]
19世紀末から20世紀半ばまでの代表的な美術運動や芸術家に関する知識と理解を深めるとともに美
術史学の基本的方法論を習得し最新の研究動向を把握できる。

 [授業計画と内容]
第1回　象徴主義(1)フランス
第2回　象徴主義(2)フランス
第3回　象徴主義(3)フランス
第4回　象徴主義(4)ドイツ、イギリス他
第5回　素朴派 
第6回　野獣派
第7回　表現主義
第8回　形而上絵画、ダダイスム
第9回　シュルレアリスム
第10回　立体派
第11回　未来派
第12回　ピュリスム　
第13回　デ・スティル
第14回　ロシア・アヴァンギャルド
第15回　バウハウス

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート(100%)達成目標に従った達成度を評価する。

 [教科書]
永井隆則 『越境する造形ー近代の美術とデザインの十字路』（昱洋書房、2003）
永井隆則 『デザインの力』（昱洋書房　2010）
永井隆則 『フランス近代美術史の現在ーニュー・アート・ヒストリー以後の視座から』（三元社　
2007）
永井隆則 『モダン・アート論再考ー制作の論理から』（思文閣出版　2004）

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

永井隆則 『セザンヌー近代絵画の父とは何か』（三元社　2019）
大髙保二郎/永井隆則 『ピカソと人類の美術』（三元社　2020）
永井隆則 『探求と方法-近現代美術史を解剖する』（晃洋書房　2014）
永井隆則 『＜場所＞で読み解くフランス近現代美術』（三元社　2016）
永井隆則 『もっと知りたいセザンヌ』（東京美術　2012）
永井隆則 『セザンヌ受容の研究』（中央公論美術出版　2007）

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に教科書の中の幾つかの論文を復習として精読するように指示する。

（その他（オフィスアワー等））
演習II（英、仏、独）を受講する事が望ましい。

質問等の連絡は以下のメールでお願いします。

t-nagai@kit.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９６

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 筒井 忠仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世日本絵画史研究

 [授業の概要・目的]
江戸時代の個性的な絵師たちを取り上げ、その実像について検討を加える。各作家の生い立ちと作
品を検証し、これまでの研究動向と実態について理解を深め、画家像を再構築することを目指す。

 [到達目標]
先行研究を確認することで江戸絵画史に対する理解を深め、今後の考察の足掛かりとする。

 [授業計画と内容]
前期は、江戸後期の画家伊藤若冲と曽我蕭白の二人を取り上げ、その伝記及び作品について考察す
る。内容は下記のとおりである。なお、講義の順序や進捗は固定したものではなく、受講者の背景
や理解の状況に応じ、講義担当者が定める。 
1　序論 
2 江戸後期の京都画壇 
3 伊藤若冲の研究史 
4　伊藤若冲の生涯 
5　伊藤若冲と中国絵画 
6　伊藤若冲の作品(1) 
7　伊藤若冲の作品(2) 
8　伊藤若冲の作品(3) 
9　曽我蕭白の研究史 
10 曽我蕭白の生涯 
11 曽我蕭白と円山応挙 
12 曽我蕭白の作品(1) 
13 曽我蕭白の作品(2) 
14 若冲と蕭白 
15 まとめ 
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介する展覧会等を各自観覧し、実作品に触れる機会を作ること。

（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。



思想文化学９７

科目ナンバリング 　G-LET09 65731 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 筒井 忠仁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世日本絵画史研究

 [授業の概要・目的]
江戸時代の個性的な絵師たちを取り上げ、その実像について検討を加える。各作家の生い立ちと作
品を検証し、これまでの研究動向と実態について理解を深め、画家像を再構築することを目指す。

 [到達目標]
先行研究を踏まえて江戸時代絵画史に対する理解を深め、今後の考察の足掛かりとする。

 [授業計画と内容]
後期は江戸時代を代表する二人の文人画家与謝蕪村と池大雅を取り上げ、その伝記及び作品につい
て考察する。内容は下記のとおりである。なお、講義の順序や進捗は固定したものではなく、受講
者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が定める。 
1　序論
2  日本における文人画の創成
3  与謝蕪村の研究史
4　与謝蕪村の伝記
5  与謝蕪村と俳諧
6  与謝蕪村の絵画作品(1)
7  与謝蕪村の絵画作品(2)
8  与謝蕪村の絵画作品(3)
9  池大雅の研究史
10 池大雅の伝記
11 池大雅の絵画作品(1)
12 池大雅の絵画作品(2)
13 池大雅の絵画作品(3)
14 蕪村と大雅
15 まとめ
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

美学美術史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介する展覧会等を各自観覧し、実作品に触れる機会を作ること。

（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。



思想文化学９８

科目ナンバリング 　G-LET09 75745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  絵画作品の解釈をめぐる諸問題

 [授業の概要・目的]
本演習では、美術史に関するドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養うととも
に、美術史の諸問題について理解を一層深めることを目指す。

 [到達目標]
・ドイツ語で執筆された美術史に関する専門的な文献を、適確に読解する能力を習得する。
・美術史学におけるイメージ解釈についての知見を、さらに深める。

 [授業計画と内容]
本年度は、昨年度に引き続き、Oskar Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik 
(Darmstadt, 1986; 2001) の精読を通じて、「絵画作品の解釈」をめぐる諸問題について理解を深める
とともに、美術史学の思考法について多角的に考察する。

第1回　イントロダクション
講読テキストの概要について説明するとともに、昨年度の学習事項のまとめを行う。参考文献や自
習に役立つ学術サイトなどを紹介し、授業の進め方と準備の方法を周知する。また、出席者の担当
部分を決定する。

第2回～第14回　上記論文集の所収論文の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても討議する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に1度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜調整を行う。理解が困難な
専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。
第2回　「イメージ理解」についての序論
第3回　前衛絵画と公衆―1919年のハンブルクの事例
第4回　パノフスキーのイメージ理解
第5回　「イメージ」とは何か
第6回　ジャコメッティのラファエロ解釈をめぐって
第7回　モーリス・ドニの絵画定義
第8回　ポール・ヴァレリーの手法
第9回　ゼーデルマイヤーの「マッキア」
第10回　文字とイメージ
第11回　読むことと見ること
第12回　イメージはテキストか？
第13回　シャルル・ルブランとディズニー
第14回　美術史的解釈学

《期末試験》

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

第15回　フィードバック（詳細は授業中に説明します）

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

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

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

 [教科書]
Osker Bätschmann 『Einfühung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik』（Darmstadt, 1984/2001）
講読テキストはプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学９９

科目ナンバリング 　G-LET09 75745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  美学史研究・講読篇―バウムガルテンの講義録を読む―

 [授業の概要・目的]
本授業では、哲学的美学にかんするドイツ語文献の講読を通じて、ドイツ語の実践的読解力を養う
とともに、美学の諸問題について理解を深めることを目指す。今学期は、美学の祖バウムガルテン
(Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714-62)が自著『美学』第1部（1750年）を教科書として行った講義
（1750/51年開講？）の、聴講者による筆記録を講読する。

 [到達目標]
・ドイツ語で書かれた哲学的美学の古典を的確に読解する能力を習得する。
・美学史についての知見を深める。

 [授業計画と内容]
本授業は原典講読の演習であり、受講者の人数およびドイツ語読解能力によって進度は大きく異な
るため、本シラバス執筆時点で毎回の予定を明確に示すことはできない。以下の計画は、あくまで
目安として読んでほしい。
第1回	イントロダクション
第2回	1. Abt.
第3回	2. Abt.前半
第4回	2. Abt.後半
第5回	3. Abt.前半
第6回	3. Abt.後半
第7回	4. Abt.前半
第8回	4. Abt.後半
第9回	5. Abt.前半
第10回	5. Abt.後半
第11回	6. Abt.前半
第12回	6. Abt.後半
第13回	7. Abt.前半
第14回	7. Abt.後半
第15回	フィードバック

 [履修要件]
ドイツ語の初級文法を習得しており、程度に差はあれ、辞書があればドイツ語の文章が読解できる
こと。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点（毎回の訳読および議論への参加状況）60％＋期末レポート（独文エッセイ）40％によって
評価する。
理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には、単位認定を行わない。

 [教科書]
Bernhard POPPE 『Alexander Gottlieb Baumgarten. Seine Bedeutung und Stellung in der Leibniz-
Wolffischen Philosophie und seine Beziehung zu Kant. Nebst Veröffentlichung einer bisher unbekannten 
Handschrift der Ästhetik Baumgartens』（Noske）
https://archive.org/details/alexandergottli00baumgoog にて全文閲覧・ダウンロード可。

 [参考書等]
  （参考書）
バウムガルテン（松尾大訳） 『美学』（講談社学術文庫）ISBN:9784062923392
その他、授業中に適宜紹介する。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１００

科目ナンバリング 　G-LET09 75745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都工芸繊維大学
工芸学部 准教授 永井　隆則

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  セザンヌ受容の研究

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

Laure Caroline Semmer,Cezanne, une histoire francaise,Scala,Paris,2011

 [到達目標]
「受容」研究の方法論的前提と具体的手法に関する知識を習得できる。

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

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

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

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

 [教科書]
永井隆則 『モダン・アート論再考ー制作の論理から』（思文閣出版）
永井隆則 『フランス近代美術史の現在ーニュー・アート・ヒストリー以後の視座から』（三元社）
永井隆則 『方法と探求　フランス近現代美術史を解剖する』（晃洋書房）
永井隆則 『＜場所＞で読み解くフランス近代美術』（三元社）
永井隆則 『セザンヌ受容の研究』（中央公論美術出版）

 [参考書等]
  （参考書）
永井隆則 『もっと知りたいセザンヌ』（東京美術）
永井隆則 『越境する造形ー近代の美術とデザインの十字路』（晃洋書房）
永井隆則 『デザインの力』（晃洋書房）
永井隆則 『セザンヌ　近代絵画の父とは何か』（三元社）
永井隆則/大髙保二郎 『ピカソと人類の美術』（三元社）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１０１

科目ナンバリング 　G-LET09 75745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 神戸学院大学人文学部　講師 倉持　充希

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  絵画における感情表現

 [授業の概要・目的]
・本演習では、西洋美術に関するフランス語の専門書の精読を通じて、フランス語の読解力を高め
ると同時に、絵画における感情表現について考察することを目的とする。
・具体的には、トルクァート・タッソの叙事詩『解放されたエルサレム』に基づいて描かれた、16
～18世紀の物語画に関するジョヴァンニ・カレリの著作を精読し、絵画における情念の定型表現、
テキストとそのイメージ化の方法、芸術論等について検討する。
Giovanni Careri, Gestes d'amour et de guerre. La Jérusalem délivrée, images et affects (XVIe-XVIIIe siècle), 
Paris, 2005.

 [到達目標]
・西洋美術史に関するフランス語の専門書を読むために必要な読解力を習得する。
・16～18世紀の物語画における、身振りを用いた感情表現の手法について理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
まず、講読テキストの概要について説明し、内容の理解を助ける参考文献や予習方法、評価方法を
示す。テキストのコピーを配布し、前年度に講読した部分の解説も行うので、受講を希望する人は
必ず初回に出席すること。あわせて、受講生の興味関心や専門分野、要望を知るためのアンケート
も実施する。

第2回～第15回　テキストの精読
授業の冒頭で、テキストの一部を翻訳する小テストを行う。その後、受講者で一文ずつ輪読する。
受講者の習熟度によって進度は大きく異なるため、毎回の予定を示すことはできないが、おおむね
1～2ページ程度を読み進めることになる。必要に応じて、文法事項や専門用語、歴史的事象、研究
史などに関して、補足説明をする。

フィードバックについては、毎回の小テストを添削して返却することにし、学期末には特に実施し
ない。疑問点があれば、メールでも回答する。

 [履修要件]
フランス語の中級以上の知識を習得していること。

 [成績評価の方法・観点]
毎回の小テスト（テキストの翻訳：50点）と、期末レポート（自分の専門分野に関わる論文の翻訳
：50点）に関して、文法理解・適切な訳文・内容理解という観点から評価する。

・小テストに際しては、予習ノートやテキストの書き込みなどを参照しても良い。
・原則として、4回以上欠席した場合は、単位を認めない。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

 [教科書]
初回に、講読テキストのコピーを配布する。
Giovanni Careri, Gestes d'amour et de guerre. La Jérusalem délivrée, images et affects (XVIe-XVIIIe siècle), 
Paris, 2005.  ISBN：978-2713220630

 [参考書等]
  （参考書）
・初回に、以下の参考文献等を紹介し、講読テキストに関する予備知識をつける。
トルクァート・タッソ『詩作論（イタリアルネサンス文学・哲学コレクション）』村瀬有司訳、水
声社、2019年。ISBN：978-4801004023
加藤哲弘「解題＜パトス・フォルメル＞とその受容をめぐって」、アビ・ヴァールブルク『デュー
ラーの古代性とスキファノイア宮の国際的占星術』、加藤哲弘訳、ありな書房、2003年、157-202
頁。ISBN：978-4756603814

・その他、授業中に紹介し、適宜、必要箇所のコピーを配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
・予習としては、各自テキストを精読し、不明な単語や文法事項を調べ、適切に翻訳できるように
準備しておくこと。文中に登場する固有名詞、図像、参考図版についても、事前に調べておくこと。

・復習としては、授業中の発表と解説に基づき、自身の訳文の再検討を行うこと。専門用語の定訳
などもまとめておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
・質問や相談は、授業前や授業中に、あるいはメールでも受け付ける。
・ラジオやオンライン教材、講演会などを活用し、実践的なフランス語運用能力を養う機会を積極
的に設けて欲しい。

※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。



思想文化学１０２

科目ナンバリング 　G-LET09 75745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 江尻　育世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  イタリアにおける肖像画の諸問題

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

 [到達目標]
・美術史に関するイタリア語専門文献を的確に読解する能力を習得する。
・テクストの内容を吟味し、問題意識を持って批判的に専門文献を読む力が身につく。
・西洋美術の主要ジャンルである肖像画について、知見を深める。

 [授業計画と内容]
主として、Enrico Castelnuovo, Ritratto e Società in Italia, curato da F. Crivello e M. Tomasi, Torino, 2015
を取り上げ、文献の講読を通じて、肖像画について多角的に理解することを目指す。
昨年度は1400年代の肖像を扱った章の途中まで終えており、本年度はその続きから読み進める。

第1回　イントロダクション
講読テキストについて、昨年度までに読了した部分の内容の要約を示しつつ、概要を紹介する。参
考文献や自習に役立つ学術サイトなどを案内し、授業の進め方と準備の方法について説明する。ま
た、出席者の担当部分を決定する（履修人数によっては、事前に担当部分を決めない）。

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

《期末試験》

第15回　フィードバック※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
・初級以上のイタリア語を習得していること。
・西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識を持ち、未知の用語は事前に
調べるなどして、積極的に授業に参加してほしい。

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

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

・授業を欠席した場合は、減点の対象となる可能性がある。
・原則として、授業を4回以上欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

 [教科書]
講読テキストは印刷して配布する。

 [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]
授業の準備として、各自テキストを精読し、不明な単語は調べておくこと。また、文法構造を正し
く理解するよう努め、適切な日本語に翻訳する作業を行うこと。

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

※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。



思想文化学１０３

科目ナンバリング 　U-LET01 25101 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(哲学)(講義)
Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 出口　康夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  現代哲学入門

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

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

 [授業計画と内容]
前期
１）カント：聖域（サンクチュアリ）に隔離された神
２）ヘーゲル：歴史的二級市民としての神　
３）ショーペンハウワー ：「生の領域」の発見
４）フォイエルバッハ：愛と二人称の哲学
５）ニーチェ：現状肯定の実存哲学
６）東西思想交流史
７）ブーバー：「私とあなた」と老荘的コミューン
８) ハイデガー I：現存在と共存在　
９）ハイデガー II：死の哲学と「黒ノート」
10) リオタールのポストモダン
11) 分析哲学とは何か
12）論理学革命
13) フレーゲの哲学
14) ラッセルの確定記述理論
15) まとめ
後期
16) ウィーン学団とカルナップの実証主義
17) クワインのホーリズム
18) 実証主義の崩壊：統計学の哲学
19) 科学的実在論論争：科学の超合理性
20) 心の哲学と「エナクティビズム」
21）真矛盾主義：ポスト矛盾律の哲学へ
22) 現代哲学における「弱い自己」
23) ポスト分析哲学と分析実存主義
24) 分析アジア哲学とは何か

系共通科目(哲学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(哲学)(講義)(2)

25) 東アジア思想と分析アジア哲学
26）「自己」の分析アジア哲学 I: 行為者性（エージェンシー）の委譲と分配
27) 「自己」の分析アジア哲学 II: 「われわれ」としての自己
28) 「自己」の分析アジア哲学 III: 「われわれ」の倫理と共同体
29）「自己」の分析アジア哲学 IV: 対話としての生
30) 総括

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



思想文化学１０４

科目ナンバリング 　U-LET03 15204 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋中世哲学史講義　I

 [授業の概要・目的]
西洋中世哲学の歴史の大まかな流れについての知識を得るとともに、主要な哲学者の教説について
理解することを目的とする。中世哲学は古代哲学やキリスト教と深く連関しているので、それらと
の関係についての歴史的理解を深めることも目標とされる。

 [到達目標]
古代末期から十二世紀までの西洋哲学史の大まかな流れを理解し、説明できるようになる。この時
期の主要な哲学者・神学者の中心思想を理解し、説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
第  1回:イントロダクション：中世哲学史の時代区分と学ぶ意義　
第  2回:アウグスティヌス（1）生涯と主要著作、魂・認識論
第  3回:アウグスティヌス（2）神
第  4回:アウグスティヌス（3）倫理・政治思想
第  5回:ボエティウス（1）生涯と主要著作、分有論
第  6回:ボエティウス（2）普遍の問題
第  7回:エリウゲナ（1）生涯と主要著作、『神の予定について』
第  8回:エリウゲナ（2）『ペリフュセオン』
第  9回:アンセルムス（1）生涯と主要著作、倫理思想
第 10回:アンセルムス（2）神の存在論的証明
第 11回:十二世紀の思想概観
第 12回:アベラール（1）生涯と主要著作、倫理思想
第 13回:アベラール（2）普遍論争
第 14回:シャルトル学派
第 15回:フィードバック：期末試験や授業内容についての質問受付

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
定期試験による

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)(2)

 [教科書]
ほぼ毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
配布する資料を読んでおく。

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



思想文化学１０５

科目ナンバリング 　U-LET03 15206 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 周藤　多紀

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋中世哲学史講義　II

 [授業の概要・目的]
前期「西洋中世哲学史講義　I」の続き。西洋中世哲学の歴史の大まかな流れについての知識を得
るととともに、十三世紀以降の主要な思想家の思想について理解することを目的とする。

 [到達目標]
十三世紀のアリストテレス導入から十四世紀までの西洋哲学史の大まかな流れを理解し、説明でき
るようになる。
この時期の主要な思想家の中心思想を理解し、説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
第 1回：イントロダクション：十三世紀の思想的傾向性と歴史的背景
第 2回：アルベルトゥス・マグヌス
第 3回：トマス・アクィナス（1）生涯と主要著作、存在論
第 4回：トマス・アクィナス（2）神の存在証明
第 5回：トマス・アクィナス（3）認識論
第 6回：トマス・アクィナス（4）倫理学・政治思想
第 7回：ボナヴェントゥラ
第 8回：「ラテン・アヴェロエス主義」
第 9回：14世紀の思想的傾向性と歴史的背景
第10回：エックハルト
第11回：ドゥンス・スコトゥス（1）生涯と主要著作、形而上学
第12回：ドゥンス・スコトゥス（2）認識論、倫理学
第13回：オッカム（1）生涯と主要著作、論理学と形而上学
第14回：オッカム（2）認識論、倫理学
第15回：フィードバック：期末試験や授業内容についての質問受付

 [履修要件]
西洋中世哲学史Iを前提として説明も多いので、西洋中世哲学史Iを先に履修していることが望まし
い。

 [成績評価の方法・観点]
定期試験による。

 [教科書]
ほぼ毎回プリントを配布する。

系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋中世哲学史)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
配布する資料を読んでおくこと。

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



思想文化学１０６

科目ナンバリング 　U-LET04 25208 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)
History of Western Philosopy Lectures

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋近世・近代哲学史概説１

 [授業の概要・目的]
西洋近代哲学史、とくにカント以降のドイツ古典哲学を中心に概観する。

 [到達目標]
カントの批判哲学、ドイツ観念論を中心に哲学史を理解し知識を身に付ける。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス　ドイツ古典哲学とは。 
第2回　ドイツ古典哲学の出発点としてのカント哲学 （理論哲学）
第3回　ドイツ古典哲学の出発点としてのカント哲学 （実践哲学）
第4回　ドイツ古典哲学の出発点としてのカント哲学 （美学・歴史哲学）
第5回　ラインホルトとシュルツェ（エーネジデムス） 
第6回　フィヒテ『知識学の概念』 
第7回　フィヒテ『全知識学の基礎』根本命題と事行
第8回　フィヒテ『全知識学の基礎』理論的部門① 
第9回　フィヒテ『全知識学の基礎』理論的部門②
第10回　フィヒテ『全知識学の基礎』実践的部門 
第11回　フィヒテ『自然法の基礎』と承認論 
第12回　ヤコービ 
第13回　シェリング　初期哲学
第14回　 シェリング　自然哲学
第15回　シェリング『超越論的観念論の体系』

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（筆記）。

 [教科書]
レジュメを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
 『ニュクス第二号』（堀之内出版）（この号に収録の大河内泰樹「『ドイツ観念論』とはなにか？
―あるいは「ドイツ観念論」はなぜそう呼ばれるべきではないのか？」）

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
各自の関心に応じて講義内容を踏まえて自主的に学習し深めること。

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



思想文化学１０７

科目ナンバリング 　U-LET04 25210 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)
History of Western Philosophy Lectures

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 大河内　泰樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋近世・近代哲学史概説２

 [授業の概要・目的]
ヘーゲル哲学を中心に、西洋近代哲学における実践哲学・社会哲学について扱う。近代の社会哲学
は、現代に繋がる近代ブルジョワ社会の形成期において、これを理解すると共に、問題点を指摘し、
乗り越えようとしてきた思考の歴史であるともいえる。この過程を辿ることでわれわれの生きる現
代社会についての理解を深める事を目指す。

 [到達目標]
哲学史を理解し知識を身に付ける。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス　ドイツ古典哲学における社会哲学 
第2回　カントの道徳論と社会哲学 
第3回　初期ヘーゲルにおける道徳と宗教
第4回　ヘーゲル、イェナ初期における社会哲学
第5回　フィヒテの承認論 
第6回　ヘーゲル承認論① 
第7回　ヘーゲル承認論② 
第8回　ヘーゲル承認論③ 
第9回　ヘーゲル承認論④
第10回　ヘーゲル承認論と現代の政治哲学
第11回　ヘーゲル『法の哲学』概要
第12回　人倫と家族
第13回　市民社会
第14回　国家
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（筆記）。

系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋近世哲学史)(講義)(2)

 [教科書]
レジュメを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
田中拓道編 『承認――社会哲学と社会政策の対話』（法政大学出版局）（第1章「リベラリズム批
判としての承認論──「正義」と「善」の関係をめぐって」）

 [授業外学修（予習・復習）等]
各自の関心に応じて講義内容を踏まえて自主的に学習し深めること。

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



思想文化学１０８

科目ナンバリング 　U-LET05 25302 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義１

 [授業の概要・目的]
日本哲学史を①西田幾多郎、②近代日本哲学の発展から京都学派の哲学への二部に分けて日本哲学
の形成過程を概観し、さらに、これまで論じられてきた主要問題を通して日本哲学のあり方、意義
について検討する。このようにして日本哲学史についての理解を深めることが、授業の目的である。

 [到達目標]
日本哲学における近代初頭から京都学派(第二次世界大戦まで)の主要テーマ、主要問題を理解し、
さらにそれを自ら批評することを目標とする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題に基づき、各課題につきおよそ次の回数で授業を進める予定である。
①ガイダンス：「日本哲学」の現状【１回】
②西田幾多郎【４回】
③明治期から西田幾多郎までの日本哲学史概要【２回】
④西周、井上哲次郎、井上円了【３回】
④京都学派：三木清、戸坂潤【４回】
⑥フィードバック【１回】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点50%と前期末のレポート試験50%による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業で紹介する参考書を手がかりとし、学んだ内容について理解を深める。

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



思想文化学１０９

科目ナンバリング 　U-LET05 25304 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 上原　麻有子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本哲学史講義２

 [授業の概要・目的]
京都学派とその周辺の哲学者の思想を、いくつかのテーマを追う形で考察することが、この授業の
目的である。さらに、講義で考察する日本哲学の問題が、私たち各自の経験においてどのような意
義をもつのか、その経験とどのように結びつき得るのかについても検討する。

 [到達目標]
九鬼周造、田辺元、和辻哲郎の哲学における主要テーマ、主要問題について理解を深め、さらにそ
れを自ら批評することを目標とする。

 [授業計画と内容]
以下のような課題(日本哲学史上の主要問題)を講義では扱うが、１課題に充てる講義の回数は２～
３回である。
①翻訳と言語：翻訳から見る哲学、和辻哲郎の「日本語と哲学の問題」
②実存：九鬼周造
③詩学：田辺元
④風土：和辻哲郎
⑤日本における主体性の問題とsubject
⑥フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点50%と後期末のレポート試験50%による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回の授業で紹介する参考書を手がかりとし、学んだ内容について理解を深める。

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



思想文化学１１０

科目ナンバリング 　U-LET06 35401 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(倫理学)(講義)
Ethics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 児玉　聡

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  倫理学概論

 [授業の概要・目的]
倫理学という学問分野について、その基礎から講述し、その基本的な知見を獲得することを目的と
する。

 [到達目標]
倫理学という学問の基本的な知見を獲得し、倫理的な課題に関して自分の頭で考えることができる
ようになることを目指す。

 [授業計画と内容]
前半においては、現代の倫理学の基本的な理論を概説するとともに、行為とはなにかについて論じ
る。後期においてはいわゆる応用倫理学の各部門について概説するとともに、いくつかの事例につ
いて検討する。ただ、本シラバス執筆時から開講までかなりの時間あるので、講義内容、計画は変
更される可能性がある。実際の講義計画は初回の講義時に発表するので出席されたい。
第一回　規範倫理学への導入
第二回～第六回　行為とは何かを哲学的、倫理学的理論を参照しつつ概説する。
　第二回　行為とは何でないか
　第三回　見ることと行うこと
　第四回　作ることと行うこと
　第五回　話すことと行うこと
　第六回　行為についての暫定的定義
第七回～第十回　行為の規則、規範について哲学、倫理学的に検討する。
　第七回　行為と規則破り
　第八回　規則概念とそのパラドックス
　第九回　倫理規範の生成と維持
第十回～第十二回　行為規範に関する倫理学上の諸理論を比較検討する。
　第十回　功利主義とその批判
　第十一回　義務論とその批判
　第十二回　リベラリズムと徳倫理
第十三回～第十五回　倫理学的な行為規範論の新しい可能性を探るとともに前期の総括を行う。
　第十三回　会話と社交の哲学
　第十四回　会話と社交の倫理学
　第十五回　前期の総括
第十六回　応用倫理学への導入
第十七回～第十九回　生命医療倫理学
　第十七回　生命倫理学の歴史
　第十八回　生命倫理学の現在
　第十九回　生命倫理学のトピックス（先端医療とその倫理的問題）
第二十回～第二二回　環境倫理学
　第二十回　環境倫理学の歴史

系共通科目(倫理学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(倫理学)(講義)(2)

　第二十一回　環境倫理学の現在
　第二十二回　環境倫理学のトピックス（予防原則という考え方）
第二三回～第二五回　情報倫理学
　第二十三回　情報倫理学の歴史
　第二十四回　情報倫理学の現在
　第二十五回　情報倫理学のトピックス（プライバシー概念について）
第二六回～第二八回　その他の応用倫理学
　第二十六回　ビジネス倫理学
　第二十七回　スポーツ倫理学
　第二十八回　宇宙倫理学
第二九回～第三十回　総括とディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学年末試験

 [教科書]
児玉聡 『実践・倫理学』（勁草書房）（2020年3月刊行予定）

 [参考書等]
  （参考書）
宇佐美誠 他 『正義論: ベーシックスからフロンティアまで』（信山社）ISBN:978-4589040282
加藤尚武 『現代倫理学入門』（講談社）ISBN:978-4061592674
ピーター・シンガー 『実践の倫理』（昭和堂）ISBN:978-4812299296
赤林朗・児玉聡 『入門・倫理学』（勁草書房）ISBN:978-4326102655

 [授業外学修（予習・復習）等]
読んでおくとよい文献については講義中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１１

科目ナンバリング 　U-LET07 25502 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(宗教学A)(講義)
Philosophy of Religion A (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学概論

 [授業の概要・目的]
宗教と哲学は、人間存在の根本に関わる問いを共有しながらも、歴史的に緊張をはらんだ複雑な関
係を結んできた。その全体を視野に入れて思索しようとする宗教哲学という営みは、多面的な姿と
とりながら歴史的に進展し、現代でも大きな思想的可能性を秘めている。この授業では、その今日
までの変遷を通時的に追うことによって、宗教哲学という複雑な構成体について、受講者が一通り
の見取図を得られるようにすることを目的とする。

 [到達目標]
宗教と哲学の関係とその変遷を、両者が切れ結ぶ根本の問いにまで遡ってとらえる態度を身につけ
る。それによって、宗教のもつ広大な意味世界への関心を養うとともに、哲学の概念的思考を生き
た問題につなげられるようにする。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて授業を行っていく（細部は変更の可能性あり）。
第１回　宗教と哲学：根本の問いから考える。
第２回　ミュートスからロゴスへ：哲学の誕生
第３回　ソクラテス、プラトン、アリストテレス：哲学における神
第４回　ユダヤ教、キリスト教、イスラム教：啓示と信仰の神
第５回　ヘブライズムとヘレニズムの出会い：キリスト教神学の成立
第６回　中世における神学と哲学：スコラ哲学と神秘主義
第７回　近世形而上学：デカルトと哲学的神学の流れ
第８回　宗教哲学の成立と展開(1)：カントとシュライアマハー
第９回　宗教哲学の成立と展開 (2)：ヘーゲルとキルケゴール
第10回 「神の死」とニヒリズム：ニーチェ
第11回　哲学と宗教の「解体」的反復：ハイデガー
第12回　日本の宗教哲学と仏教的伝統(1)：西田幾多郎
第13回  日本の宗教哲学と仏教的伝統(2)：九鬼周造
第14回  アウシュヴィッツ以降の宗教哲学：レヴィナス
第15回　今日の宗教哲学の課題

＊フィードバックの仕方については授業中に説明する。

系共通科目(宗教学A)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(宗教学A)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末の定期試験（筆記）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]
授業でわからなかった点について自分で調べること。それでもわからなかった点については、次の
授業で質問すること。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、後期の宗教学B（講義）と密接に連関し、相補的な意味をもつものである。両方を合
わせて受講するのが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１２

科目ナンバリング 　U-LET07 25503 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(宗教学B)(講義)
Philosophy of Religion B (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉村　靖彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学と宗教学―基本文献解題

 [授業の概要・目的]
宗教哲学とは、哲学の一形態であると同時に、宗教研究のさまざまな道の一つでもある。この両面
性とそれによる独自な意義が理解できるように、この授業では、宗教哲学と宗教学の歴史的関係を
明らかにした上で、基本となる文献を幅広く選び、それぞれについて読解の手がかりとなるような
解題を行っていく。それを通して、この分野における過去の重要な思索を自ら追思索し、宗教とい
う事象を視野に入れた哲学的・学問的思索の一端に触れることが、この授業の目的である。

 [到達目標]
宗教哲学と宗教学がどのような問いを開拓し、それをどのように思索してきたかを理解するととも
に、思想的な文献に触れることを通して自ら思索する方法を学び、研究のための基礎力を身につけ
られるようにする。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて授業を行っていく（細部は変更の可能性あり）。
第１回　宗教哲学と宗教学(1)：歴史的位置づけ
第２回　宗教哲学と宗教学(2)：さまざまなアプローチ
第３回　宗教哲学と宗教学(3)：現代的課題
第４回　パスカル『パンセ』：考える葦と隠れたる神
第５回　ヒューム『宗教の自然史』：経験主義的宗教論の嚆矢
第６回　カント『単なる理性の限界内の宗教』：根源悪論と宗教哲学
第７回　ニーチェ『道徳の系譜学』：ラディカルな宗教批判
第８回　ジェイムズ『宗教的経験の諸相』：宗教心理学の方法
第９回　西田幾多郎『善の研究』：日本の宗教哲学の出発点
第10回　モース『贈与論』：宗教社会学の豊饒な可能性
第11回　ハイデガー『存在と時間』：「現存在」と「死への存在」
第12回　ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』：静的宗教と動的宗教
第13回　エリアーデ『聖と俗』：宗教現象学の射程
第14回　ヨナス『アウシュヴィッツ以後の神概念』：神概念の解体的変容
第15回　総括

＊フィードバックの仕方については授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

系共通科目(宗教学B)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(宗教学B)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
期末の定期試験（筆記）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]
授業でわからなかった点について自分で調べること。それでもわからなかった点については、次の
授業で質問すること。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、前期の宗教学A（講義）と密接に連関し、相補的な意味をもつものである。両方を合
わせて受講するのが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１３

科目ナンバリング 　U-LET07 25543 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学（基礎演習） 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉村　靖彦
准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学基礎演習A

 [授業の概要・目的]
宗教哲学の諸問題を考えるための基本となる文献を選び、宗教学専修の大学院生にも協力を仰ぎな
がら、それらを共に読み進み、問題を掘り起こし、議論を行う場となる授業である。授業への能動
的な参加を通して、より専門的な研究への橋渡しになるような知識と思考法の獲得を目指す。 
宗教学専修の学部生の必修授業であるが、哲学と宗教が触れ合う問題領域に関心をもつ2回生、お
よび他専修学生の参加も歓迎する。 

 [到達目標]
宗教哲学の基本文献に馴染み、そこで問われてきた諸問題を自らの関心と結びつけて取り扱えるよ
うになる。とくに宗教学専修の学部生については、この作業を通して、宗教哲学・宗教学に関する
自らの研究課題を発見し、それを掘り下げていくための基本的能力を身につける。

 [授業計画と内容]
「宗教哲学」という分野の思索様式は、どうしても概説的紹介には馴染まない面がある。宗教の問
いと哲学の問いがその源泉において交差連関し、しかもそれが人間が生きていくこと自体にまつわ
る問題と直結するということ、このことを見据えた学問的研究がいかなる形をとりうるかというこ
とは、その「実例」となる優れた仕事の熟読を通して学んでいくしかない。
  そのような「実例」として、今期は上田閑照・柳田聖山『十牛図―自己の現象学』(1982)を取り上
げ、上田閑照「自己の現象学―禅の十牛図を手引として」を中心に、共に通読していく。各回2，3
人の担当者を決め、授業の前半は、担当者の内容要約および考察の発表に充てる。授業の後半では、
教員の司会進行の下、発表内容をめぐって、チューターの大学院生たちも交えて、質疑応答と議論
を行っていく。隔週授業のため、全7回として各回のテーマを記しておく。（詳細は変更の可能性
あり）

１.　オリエンテーション
２.　「十牛図」について―予備的理解
３． 上田閑照「自己の現象学」(1)
４． 上田閑照「自己の現象学」(2)
５． 上田閑照「自己の現象学」(3)
６． 上田閑照「自己の現象学」(4)
７． 総括
 
＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学（基礎演習）  (2)へ続く↓↓↓



宗教学（基礎演習）  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（発表・討論への参加、場合によっては小レポート等）による。

 [教科書]
上田閑照・柳田聖山 『十牛図―自己の現象学』（ちくま学芸文庫）ISBN:10:4480080244

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
この授業は受講者があらかじめ指定の文献を熟読してくることを前提とするものである。最初は相
当時間がかかるだろうが、ともかく全体を通読し、分からない点を明確にしてきてほしい。授業後
は、教員とチューターの説明や質疑応答を通して新たに理解できたことを手がかりに、もう一度文
献を読み直し、要約ノートを作るなど、自分の言葉でそれを咀嚼し直してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、後期の「宗教哲学基礎演習B」と狙いを共有し、密接な連関をもつものである。どち
らも宗教学専修の学部生の必修授業となっているので、必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１４

科目ナンバリング 　U-LET07 25543 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

宗教学（基礎演習） 
Philosophy of Religion (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉村　靖彦
准教授 文学研究科 伊原木　大祐

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  宗教哲学基礎演習B

 [授業の概要・目的]
宗教哲学の基本文献を教師とチューター役の大学院生の解説を手がかりに読み進めていくことで、
より専門的な研究への橋渡しになるような知識と思考法の獲得を目指す。4回生以上の宗教学専修
在籍者にとっては、卒論の中間発表の場ともなる。 
宗教学専修の学部生を主たる対象とするが、哲学と宗教が触れ合う問題領域に関心をもつ2回生、
および他専修学生の参加も歓迎する。 
 
 
 
  

 [到達目標]
宗教哲学の基本文献に馴染み、そこで問われてきた諸問題を自らの関心と結びつけて取り扱えるよ
うになる。とくに宗教学専修の学部生については、この作業を通して、卒業論文の作成に向けての
準備態勢が整えられるようになる。 

 [授業計画と内容]
宗教哲学の基本文献といえる著作や論文を選んで各回の授業に割り振り、事前に出席者に読んでき
てもらう。そして、毎回チューター役の大学院生の解説を踏まえて、教員の司会進行の下で、質疑
応答と議論を行っていく。また、卒論の中間発表の際には、論述の仕方や文献の扱い方なども指導
し、論文の書き方を学ぶ機会とする。 
隔週の授業のため、全7回として各回のテーマを記しておく。なお、どのような文献を取り上げる
かは、前期の「宗教哲学基礎演習A」の様子を見て決めることにする。それによって、各回で取り
上げる文献の種類も、以下の記したものとは異なる可能性もある。 

第１回　 オリエンテーション・卒業論文の中間発表 
第２回　 宗教哲学の基本文献(近代フランス）の読解・解説・考察 
第３回　 宗教哲学の基本文献(近代ドイツ）の読解・解説・考察
第４回　 宗教哲学の基本文献(近現代英米）の読解・解説・考察
第５回　 宗教哲学の基本文献(現代フランス）の読解・解説・考察
第６回　 宗教哲学の基本文献(現代ドイツ）の読解・解説・考察
第７回　 宗教哲学の基本文献(京都学派の哲学）の読解・解説・考察　

＊フィードバックの方法は授業中に指示する。

宗教学（基礎演習）  (2)へ続く↓↓↓



宗教学（基礎演習）  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点および学期末のレポートによる。
レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
この授業は受講者があらかじめ指定の文献を熟読してくることを前提とするものである。最初は相
当時間がかかるだろうが、ともかく全体を通読し、分からない点を明確にしてきてほしい。授業後
は、チューターの説明や質疑応答を通して新たに理解できたことを手がかりに、もう一度文献を読
み直し、要約ノートを作るなど、自分の言葉でそれを咀嚼し直してほしい。   

（その他（オフィスアワー等））
この授業は、前期の「宗教哲学基礎演習A」と狙いを共有し、密接な連関をもつものである。宗教
学専修の学部生はどちらも必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１５

科目ナンバリング 　U-LET08 35602 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(キリスト教学)(講義)
Christian Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学Ａ（講義）

 [授業の概要・目的]
本講義は、キリスト教とはいかなる宗教であるのか、という問いに対して、現代宗教学の立場から
客観的に論じることを目標としている。本年度は、宗教現象としてのキリスト教の基本構造を現代
宗教学の諸方法（宗教現象学、宗教社会学など）によって解明し、その後、西洋文化と聖書との関
わりを多様な角度から多面的に論じる。

 [到達目標]
・宗教現象としてのキリスト教の基本構造を現代宗教学の諸方法（宗教現象学、宗教社会学など）
によって説明できるようになる。
・多岐にわたる現代宗教学の全体像とその特徴について的確に指摘できるようになる。
・日常生活において出会う諸事象を宗教学的に考える力がつく。

 [授業計画と内容]
講義は、１回に１テーマのペースで進めます。最後（16回目）のフィードバックの仕方については、
授業中に説明します。

オリエンテーション＋序論：キリスト教とアジア
第１講：現代宗教学とは何か
第２講：宗教概念の諸問題
第３講：信仰と自己同一性
第４講：聖なるもの（１）─宗教諸類型─
第５講：聖なるもの（２）─オットーとエリアーデ─
第６講：宗教的象徴と宗教言語
第７講：儀礼とサクラメント
第８講：聖書学─正典論・霊感説・近代聖書学─
第９講：キリスト教起源神話とキリスト教の起源
第１０講：近代人文主義と聖書翻訳
第１１講：神話から告白文学へ
第１２講：近代西欧文学とキリスト教（1）
第１３講：近代西欧文学とキリスト教（2）
第１４講：聖書と日本文学、講義のまとめ
試験
フィードバック

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
成績評価は、講義内容が的確に理解できているかを確かめるための定期試験による。定期試験の内
容とポイントに関しては、授業（第１４講の「講義まとめ」）において詳しい説明を行う。

 [教科書]
使用しない
講義においては、毎回プリントを配付し、同じものを、KULASIS上にアップする。

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業は、全体が体系的に構成されているので、講義の流れを的確に理解することが求められる。そ
のために、配付プリントやノート（メモ）をもとに、講義内容を整理することが必要となり、さら
に配付プリントに記載の参考文献などによる発展的な学習が必要となる。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１６

科目ナンバリング 　U-LET08 35604 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(キリスト教学)(講義)
Christian Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教学Ｂ（講義）

 [授業の概要・目的]
現代世界における宗教を論じる場合、グローバル化と多元化という二つの動向は決定的な意義を持
っている。この講義では、キリスト教思想の新しい動向を、現代世界が直面する多様な諸問題との
関わりで学ぶことを目標とする。そのために、キリスト教の思想的源泉である聖書とキリスト教史
とを参照しつつ、問題の核心に迫りたい。講義は聖書の思想内容の確認の後、親密圏からグローバ
ル圏までの諸階層におけるキリスト教思想を論じ、最後に、現代世界の諸問題が扱われる。

 [到達目標]
・聖書からはじまるキリスト教思想の歴史的展開に即して、またキリスト教と社会との多層的な関
わりに応じて、キリスト教思想を論じることができるようになる。
・キリスト教思想の現代的意義を具体的に問題に即して考える力がつく。
・現代を生きるキリスト教の動向を倫理的な諸課題の観点から分析できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業は、１回に１テーマのペースで進められる。最後（16回目）のフィードバックの仕方について
は、授業中に説明します。
　                                             
オリエンテーション＋序論：キリスト教思想を学ぶ意義　　　　　　　　　　　　　
第１講：聖書の世界（１）─創造と契約─
第２講：聖書の世界（２）─罪と悪─　　　　　　　　　　　　            
第３講：聖書の世界（３）─救済と終末─                             　  
第４講：キリスト教と社会（１）─男と女─                                
第５講：キリスト教と社会（２）─家族─                                  
第６講：キリスト教と社会（３）─市民社会─                             
第７講：キリスト教と社会（４）─民族─　　                             
第８講：キリスト教と社会（５）─グローバル化・多元化─　　               
第９講：キリスト教と社会（６）─近代／ポスト近代とキリスト教─   
第１０講：キリスト教と現代の倫理的課題（１）─生命─　                  
第１１講：キリスト教と現代の倫理的課題（２）─環境─                   
第１２講：キリスト教と現代の倫理的課題（３）─情報─　　　　　　　　  
第１３講：キリスト教と現代の倫理的課題（４）─戦争・平和─          
第１４講：宗教と倫理、講義のまとめ                                
試験
フィードバック

系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(キリスト教学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
成績評価は、講義内容が的確に理解できているかを確かめるための定期試験による。定期試験の内
容に関しては、授業において詳しい説明を行う。

 [教科書]
使用しない
講義においては、毎回プリントを配付し、同じものを、KULASIS上にアップする。

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業は、全体が体系的に構成されているので、講義の流れを的確に理解することが求められる。そ
のために、配付プリントやノート（メモ）をもとに、講義内容を整理することが必要であり、さら
に配付プリントに記載の参考文献などによる発展的な学習が必要となる。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、常識や先入観を批判的に問い直す態度と積極的な授業参加（参考文献による復習を含
め）を期待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、
授業にて指示）で行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１７

科目ナンバリング 　U-LET08 25651 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想基礎文献を読むＡ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。前期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを日本語訳で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）を取り出し、
必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、ティリッヒの『愛、力、正義』を取り上げる。

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、ティリッヒ『愛、力、正義』を、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。
なお、ティリッヒに関しては、教員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業では、ティリッヒ『愛、力、正義』のテキスト（邦訳。『ティリッヒ著作集　第九巻』白水社、
に収録）のコピーを配布する（あるいは、PDFファイルを用意する）。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学（講読）(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席すること。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論に積極的に
参加することが必要である。なお、受講者には、指定テキスト以外の文献の検討とその報告が求め
られる点に留意いただきたい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１８

科目ナンバリング 　U-LET08 25651 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 芦名　定道

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  キリスト教思想基礎文献を読むＢ

 [授業の概要・目的]
　本講読は、キリスト教思想における基礎文献をじっくり読むことを通して、キリスト教思想研究
とその方法について学ぶことを目的としている。後期は、キリスト教思想の古典というべきテキス
トを英語（あるいは英訳）で講読するが、その際に、まとまった分量のテキストから問題（テーマ）
を取り出し、必要な調査（文献レベルでの）と分析が行われる。
　また、この講読は、キリスト教学専修に所属の学部生の卒論演習を兼ねており、研究発表の機会
を設けることが予定されている。
　今年度は、Paul Badham(ed.), A John Hick Reader, Macmillan, 1990 を読む。 

 [到達目標]
・キリスト教思想をその古典から学ぶことによって、今後キリスト教思想のさまざまな研究テーマ
に取り組むための基礎力をつけることができる。
・まとまった分量のテキストから自分で問題を見つけ出し、さらにそれに取り組むための方法論を
身につけることができる。

 [授業計画と内容]
　初回の授業では、本演習のオリエンテーションを行い、演習の目的や進め方を確認する。
　二回目以降は、A John Hick Readerを、担当者の解説を通して、順番に精読してゆく。なお、ヒッ
クの神学・宗教思想に関しては、教員が必要な解説を行う。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
Paul Badham(ed.), A John Hick Reader, Macmillan, 1990 は、コピー（あるいはPDFファイル）を用意す
る。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

キリスト教学（講読）(2)へ続く↓↓↓



キリスト教学（講読）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、それぞれの担当箇所について、テキストを精読し、その要点・概要をまとめ、関連事項
について調査、討論すべき問題点の明確化を行った上で（これらを記載したレジメを作成すること）
、演習に出席すること。また、自分の担当箇所以外についても予習を十分に行い、討論に積極的に
参加することが必要である。なお、受講者には、指定テキスト以外の文献の検討とその報告が求め
られる点に留意いただきたい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、キリスト教思想に対する関心と積極的な授業参加（参考文献による復習を含め）を期
待したい。質問は、オフィスアワー（火３・水４）を利用するか、メール（アドレスは、授業にて
指示）で行うことができる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１１９

科目ナンバリング 　U-LET09 25705 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(美学)(講義)
Aesthetics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・分析篇

 [授業の概要・目的]
本講義は、美学という学問の輪郭（美学においてどのような問題がどのようにしてどの程度解決さ
れるのか）を示すことにある。今学期は「分析篇」とし、美学が扱う多くの問題のうちの代表的な
いくつか（以下の「授業計画と内容」を参照）を取り上げ、20世紀後半以後の英語圏において主流
となった「分析美学」の方法に主として依拠しつつ、これを考察する。

 [到達目標]
美学という学問において、どのような問題がどのようにしてどの程度解決されるのか、を分析的に
理解する。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。
1. 導入【1】
2. 「分析美学」とは何か【1】
3. 芸術は（いかにして）定義可能か【3】
4. 「完全な贋作」の何が悪いのか【3】
5. 芸術作品の解釈に際して作者の「意図」をどの程度・どのように考慮すべきか【3】
6. 芸術作品の批評に用いられる言葉はどのような特徴を持つか【3】
7. フィードバック【1】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（毎回課す小レポート）60点と期末レポート40点に基づき評価する。詳細は初回授業時に説
明する。

 [教科書]
使用しない

系共通科目(美学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(美学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
ロバート・ステッカー（森功次訳） 『分析美学入門』（勁草書房）ISBN:9784326800537
西村清和（編・監訳） 『分析美学基本論文集』（勁草書房）ISBN:9784326800568
その他、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介した参考文献・芸術作品などを、自らの関心・問題意識に照らして調べること。授業
中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。

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



思想文化学１２０

科目ナンバリング 　U-LET09 25706 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋美術史)(講義)
European Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋美術史概論（古代ギリシア・ローマ美術を中心として）

 [授業の概要・目的]
美術史における諸問題の考察を通じて、研究の基礎となる方法論や思考法に親しむとともに、西洋
美術に関する基礎知識を習得することを目指す。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析などの美術史学の基礎的な方法論について、理解する。
・古代ギリシアおよび古代ローマにおける美術の展開について、基礎的な知識を習得する。
・具体的な作品を美術史学の観点から分析しうる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
古代ギリシアおよび古代ローマにおける美術の展開について、宗教、社会、芸術理論等多角的な観
点から論じる。基本的に以下のプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理解度
等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。

第1回　イントロダクション：美術史学とは？
第2回～第5回　古代ギリシア美術―彫刻と建築を中心として
第6回～第9回　古代ローマ美術―彫刻と建築、記念碑を中心として
第10回～第14回　古代ギリシア・ローマの絵画　
《期末試験》
第15回　フィードバック（詳細については授業中に説明します）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席状況および小レポートなど、20点）と期末試験（80点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。

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

 [教科書]
教科書は使用しない。必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
受講に際して、西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心
に授業に参加してほしい。また、関連作品の展覧会等には自主的に足を運び、実作品を鑑賞する機
会を持つことが好ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１２１

科目ナンバリング 　U-LET09 25707 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(美学)(講義)
Aesthetics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  美学入門・歴史篇

 [授業の概要・目的]
本講義は、美学という学問の輪郭（美学においてどのような問題がどのようにしてどの程度解決さ
れるのか）を示すことにある。今学期は「歴史篇」とし、美や芸術についての哲学的思索に「美学」
という名が与えられた1735年から、この学が哲学の最高位にまで上昇した世紀転換期を経て「芸術
の終焉」が宣言された1835年に至るまでの一世紀の（主として独語圏の）美学思想の歩みをたどり、
誰がどのような問題にどのように取り組んだのかを解説・考察する。

 [到達目標]
美学という学問において、どのような問題がどのようにしてどの程度解決されるのか、を歴史的に
理解する。 

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。 
1. 導入【1】 
2. 美学を学ぶのになぜ美学史を学ぶ必要があるのか【1】 
3. 感性的認識（バウムガルテンを中心とするヴォルフ学派）【4】 
4. 趣味判断（カント）【4】 
5. 哲学の証書にして機関としての芸術（シェリングを中心とする初期ロマン主義）【2】
6. 芸術終焉論（ヘーゲル）【2】
7. フィードバック【1】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（毎回課す小レポート）60点と期末レポート40点に基づき評価する。詳細は初回授業時に説
明する。

 [教科書]
使用しない

系共通科目(美学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(美学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
小田部胤久 『西洋美学史』（東京大学出版会）ISBN:9784130120586
その他、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介した参考文献・芸術作品などを、自らの関心・問題意識に照らして調べること。授業
中に紹介した考え方を、別の事例・現象に適用して考察すること。 

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



思想文化学１２２

科目ナンバリング 　U-LET09 25708 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 根立　研介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  奈良時代彫刻史概説

 [授業の概要・目的]
　奈良時代（８世紀）は、日本が国家仏教の政策を推し進めた時代であり、遣唐使の派遣が度重な
り、その情報収集の成果を反映しながら仏像製作も行われていった。当時の東アジアの文物交流に
基づく国際色豊かな仏像の造美形が花開き、律令国家体制を象徴する東大寺盧舎那大仏といった巨
像も造像されたんである。ただ、後半期になると、木彫製作が盛んになることは注目して良い。木
で仏像を造ることは、平安時代以降一般化するが、すでにその萌芽が奈良時代に見られるのである。
中国の影響を受けながらも、日本の中で日本の実情に合った仏像の解釈が行われてきたことは注目
され、次代以降の日本の彫刻史の流れに大きな影響を与えた時代でもあったのである。この授業で
は、この時期の優れた造形美と文化現象の多様性、さらには平安時代に大きく展開する彫刻史の流
れを、奈良時代の主要な仏像を通して紹介する。

 [到達目標]
日本で仏像がどのように造られ始め、どのように人びとに信仰され、文化的に受容され製作されて
いったのかを、奈良時代の仏像を通して理解してもらう講義を受けることで、日本文化や日本美術
のダイナミックな展開の様子や、こうした展開が生じる要因にどのようなものであったかを学び取
ることが可能となり、日本美術史の知識を習得できるようになる。

 [授業計画と内容]
授業で取り上げる主な課題は以下の通りである。

1回目　　  はじめに
2回目　  　薬師寺金堂薬師三尊像
3回目　　  法隆寺五重塔と中門の塑像
4回目　　　興福寺西金堂諸像（阿修羅像ほか）
5回目　　  東大寺法華堂不空羂索観音像
6回目　 　 東大寺法華堂諸尊像
7回目　    奈良時代の仏像製作の官営工房
8回目　    東大寺盧舎那大仏
9回目　　　唐招提寺の盧舎那仏像
10回目　   唐招提寺鑑真像
11回目　   唐招提寺の旧講堂木彫群
12回目　　 奈良時代末期の諸相
13回目　   大安寺木彫群
14回目　　 まとめ
15回目　  フィードバック

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末のレポートおよび出席状況により評価する。評価はレポート７５％、出席状況２５％。

 [教科書]
使用しない
毎回、資料配付を行う。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で取り上げる作品は、京都や奈良の寺院や博物館で実際に見ることが出来るものが多いので、
できるだけ実物を見てください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容

③実務経験を活かした実践的な授業の内容



思想文化学１２３

科目ナンバリング 　U-LET09 25709 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋美術史)(講義)
European Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋美術史概論（初期キリスト教美術からゴシック美術まで）

 [授業の概要・目的]
美術史における諸問題の考察を通じて、研究の基礎となる方法論や思考法に親しむとともに、西洋
美術に関する基礎知識を習得することを目指す。

 [到達目標]
・様式分析、図像分析など美術史学の基礎的な方法論について、理解する。
・初期キリスト教美術からゴシック美術までの西洋美術の展開について、基礎的な知識を習得する。

・具体的な作品を美術史学の観点から分析しうる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
キリスト教普及後の西洋美術の変容について、信仰とイメージの関係、政治、社会、経済など様々
な観点から論じる。基本的に以下のプランに従って講義を進めるが、講義の進み具合、受講生の理
解度等に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。
第1回　イントロダクション―古代ギリシア・ローマ美術とキリスト教
第2回～第4回　初期キリスト教美術―キリスト教美術の黎明期
第5回～第7回　ビザンティン美術―イコンの成立を中心に
第8回～第10回　ロマネスク美術―信仰におけるイメージの役割
第11～第14回　ゴシック美術―美術の世俗化
《期末試験》
第16回　フィードバック（詳細は授業中に説明します）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（出席状況および小レポートなど、20点）と期末試験（80点）に関して、到達目標の達成度
に基づき評価する。
・原則として、4回以上授業を欠席した者には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋美術史)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない
必要に応じて、関連資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習・復習については、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
受講に際して、西洋美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって、熱心
に授業に参加してほしい。また、関連作品の展覧会等には自主的に足を運び、実作品を鑑賞する機
会を持つことが好ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１２４

科目ナンバリング 　U-LET09 25710 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)
Japanese Art History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 筒井 忠仁

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近世・近代絵画史概論

 [授業の概要・目的]
　近世から近代にいたる日本絵画の歴史について、画家の動向に着目しながら概観し、江戸から明
治への文化的な変容の問題について考察する。各時代の絵画の名品、主要な画家の基礎的な知識を
学ぶとともに、絵を見るとはどのような行為か理解することを目指す。

 [到達目標]
近年の日本絵画史の研究成果を把握するとともに、何が明らかとなっていないかを理解して、今後
の研究の足掛かりとする。

 [授業計画と内容]
各時代の主要な作品と画家を取り上げて検討を加える。各項目には（）に示した週数を充当する。
講義の進捗は固定したものではなく、受講者の背景や理解の状況に応じ、講義担当者が定める。 
1　序論および桃山時代以前（１～２週）
2　江戸時代前期（２～３週）
3　江戸時代後期（２～３週）
4　明治時代（２～３週）
5　大正・昭和時代（２～３週）
6　まとめ（１週）
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業内で行う小試験により評価する。知識の習得だけでなく基礎概念に対する深い理解が見られる
場合には高い点を与える。

 [教科書]
使用しない

系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(日本・東洋美術史)(講義)(2)

 [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]
授業中に紹介する展覧会等を各自観覧し、実作品に触れる機会を作ること。

（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。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容

③実務経験を活かした実践的な授業の内容



思想文化学１２５

科目ナンバリング 　U-LET09 35745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平川　佳世

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  芸術作品と物質性

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

 [到達目標]
・英語で執筆された美術史に関する専門的な文献を正確に読解する能力を習得する。
・美術史学における基礎的な思考法についての知見を得る。

 [授業計画と内容]
本年度は、Ann-Sophie Lehmann et al. (ed.), Meaning in Materials, 1400-1800, Leiden, 2013の精読を通じ
て、「芸術作品と物質性」の問題を中心に、美術史学における基礎的な思考法について理解を深め
ることをめざす。

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

第2回～第14回　上記論文集の所収論文等の精読
イントロダクションで示した方式によって、上記テキストを精読し、内容についても議論する。担
当者の習熟度によって進度は大きく異なるため毎回の予定を示すことはできないが、少なくとも1
週ないし2週に一度は各受講生に精読発表の機会を与えられるよう、適宜、調整を行う。理解が困
難な専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。

《定期試験》

第15回　フィードバック（詳細については授業中に説明します）

 [履修要件]
・美術史に関する予備知識の有無は問わないが、各自、問題意識をもって熱心に授業に参加してほ
しい。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業への参加および担当箇所の精読の発表、40点）と期末試験（60点）に関して、到達目
標の達成度に基づき評価する。
・原則として、4回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。
・原則として、遅刻・早退は欠席扱いとする。

 [教科書]
講読テキストは、プリントで配付します。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１２６

科目ナンバリング 　U-LET09 35745 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 杉山　卓史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代美学研究・講読篇―美的性質論関係文献講読―

 [授業の概要・目的]
本授業では、「美的性質(aesthetic property)にかんする英語文献を講読し、それを通じて現代美学の
諸問題について知見を深める。本シラバス執筆時点でのテキスト候補は、Göran Hermerén, the 
Nature of Aesthetic Qualities (1988)、Alan H. Goldman, Aestheic Value (1995)、Nick Zangwill, the 
Mataphysics of Beauty (2001)であるが、詳細は、受講者の興味関心を勘案した上で初回授業時に決定
する。

 [到達目標]
・英語で書かれた美学の議論を正確に理解することができるようになる。
・現代美学の諸課題へのアプローチ方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1回　導入
テクストおよび参考文献を紹介・解説し、授業の進め方と準備の方法を周知する。
第2回～第14回　テキストの講読
テクストを精読し、内容についても議論する。原則として毎回の授業で1人1回1段落程度は訳読を
課す。理解が困難な専門用語や歴史的事象については、補足説明を行う。
第15回　まとめ
講読の成果を総括・議論する。
基本的には輪読形式で進めるが、途中から担当者を決めて内容を要約して発表してもらうことも考
えている（具体的な方法については受講者と協議して決定する）。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（輪読における訳読状況、議論への参加度、発表を行う場合は、その出来具合）60％＋期末
レポート（テキスト未読箇所の翻訳または講読内容にかんする英文エッセイ、詳細は授業中に指示
する）40％によって行う。
理由のいかんを問わず総授業回数の1/3以上を欠席した者には単位認定を行わない。

美学美術史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(演習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

 [授業外学修（予習・復習）等]
テクストのどの箇所を指定されても日本語訳できるように不明な単語・事項を調べておくこと。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



思想文化学１２７

科目ナンバリング 　U-LET09 25753 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 筒井 忠仁

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  日本美術史講読（古文）

 [授業の概要・目的]
日本美術の史料に関する基礎的素養を身に付け、史料の読解能力を高める目的で、版本・絵巻の詞
書・古文書等を読む。様々なテクストを取り上げ、アプローチの方法論を学ぶ。

 [到達目標]
前近代の史料の基礎的知識を身に付け、崩し字の初歩的な読解能力の習得を目指す。

 [授業計画と内容]
江戸時代の画論書・技法書、各時代の絵巻の詞書、画家に関する古文書などを取り上げて読み込む。
受講者の背景や理解の状況に応じ、担当を割り振って読解作業を行ってもらう。 
第1週　序論・崩し字の基礎
第2～１４週　版本・詞書・古文書の読解
第15週　まとめ
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点５０％（報告、授業内での発言）と授業内で行う小試験５０％によって評価する。
担当個所の報告について、入念な準備を行っているものには、高い点を与える。

 [教科書]
使用するテキストほかの資料は、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
担当箇所を割り振って、ある程度の読解作業を行ってもらう。その場合は事前の準備をしておくこ
と。

美学美術史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)(2)

（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。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容

③実務経験を活かした実践的な授業の内容



思想文化学１２８

科目ナンバリング 　U-LET09 25753 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 高井　たかね

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  漢書講読

 [授業の概要・目的]
日本・東洋美術史学では、作品や作者を研究する際に様々な文献を読むことがしばしば要求される。
この授業では、漢文体で書かれた史料を読むための基礎的な能力を養うことを目的とする。清、李
漁『閒情偶寄』居室部をテキストとし、今年度は居室部聯扁から読み始める予定。授業では、出席
者に訓読および現代語訳をしてもらい、語法の確認をしながら漢文読解の訓練をおこなう。各回の
担当者を決めないので、全員毎回の予習が必要。

 [到達目標]
・漢文読解のための基礎的知識、能力を身につける。
・具体的には、漢文の語法について基礎的理解を得る、また訓読、現代語訳のために必要な基本的
な工具書を知り、それらを使いこなせるようになること。
・文章の背景にある中国文化に対する理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　講義趣旨説明
清、李漁『閒情偶寄』の概要説明。授業の進め方、評価方法等についての確認。必要な工具書、参
考図書の紹介。

第2～14回　『閒情偶寄』居室部の精読
居室部・聯扁から読みすすめる予定。
進度は、はじめは半葉程度になるかと思われるが、これを２，３回続けたあとは1回に約一葉は進
むようになる。

第15回　総括
読解部分についてまとめ、疑問点を再考する。また、前回までの進み具合によっては引き続き輪読
をおこなうための予備日とする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価
授業時の訓読・現代語訳のほか、出席も考慮する。

美学美術史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



美学美術史学(講読)(2)

 [教科書]
漢和辞典が必要。
テキスト、参考資料はコピーを配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回の精読箇所について、必ず予習が必要。漢和辞典等を使用して訓読、現代語訳しておく。

（その他（オフィスアワー等））
毎回、一定量のテキストを読むので、参加者には相応の予習が要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。




