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1330001 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 4 通年 月2 河村　瑛子 日本語 ○ 文献文化学系１
1330003 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 4 通年 金3 田中　草大 日本語 ○ 文献文化学系２
1330004 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 4 通年 木3 岡村　弘樹 日本語 ○ 文献文化学系３
1331007 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水2 岸本　恵実 日本語 ○ 文献文化学系４
1331008 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水2 岸本　恵実 日本語 ○ 文献文化学系５
1331009 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期集中 その他 池田　証寿 日本語 ○ 文献文化学系６
1331010 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 月5 奥村　和美 日本語 ○ 文献文化学系７
1331011 国語学国文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 月5 奥村　和美 日本語 ○ 文献文化学系８
1340001 国語学国文学(演習) 演習 4 通年 金5 大槻　信 日本語 ○ 文献文化学系９
1340003 国語学国文学(演習) 演習 4 通年 月4 河村　瑛子 日本語 ○ 文献文化学系１０
1340004 国語学国文学(演習) 演習 4 通年 水5 田中　草大 日本語 ○ 文献文化学系１１
1341003 国語学国文学(演習) 演習 2 前期集中 その他 斎藤　理生 日本語 ○ 文献文化学系１２
1341004 国語学国文学(演習) 演習 2 後期集中 その他 斎藤　理生 日本語 ○ 文献文化学系１３
1431001 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 火1 永田　知之 日本語 ○ 文献文化学系１４
1431002 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 火1 永田　知之 日本語 ○ 文献文化学系１５
1431003 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 火2 道坂　昭廣 日本語 ○ 文献文化学系１６
1431004 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 火2 道坂　昭廣 日本語 ○ 文献文化学系１７
1431007 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木1 池田　巧 日本語 ○ 文献文化学系１８
1431008 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木1 池田　巧 日本語 ○ 文献文化学系１９
1431011 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金4 平田　昌司 日本語 ○ 文献文化学系２０
1431012 中国語学中国文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期集中 その他 松浦　恆雄 日本語 ○ 文献文化学系２１
M123001 中国語学中国文学(演習) 2 前期 金3 平田　昌司 日本語 ※ 文献文化学系２２ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

M123002 中国語学中国文学(演習) 2 後期 金3 平田　昌司 日本語 ※ 文献文化学系２３ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

M123003 中国語学中国文学(演習) 2 前期 月4 木津　祐子 日本語 ※ 文献文化学系２４ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

M123004 中国語学中国文学(演習) 2 後期 月4 木津　祐子 日本語 ※ 文献文化学系２５ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

M123005 中国語学中国文学(演習) 2 前期 水4 緑川　英樹 日本語 ※ 文献文化学系２６ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

M123006 中国語学中国文学(演習) 2 後期 水4 緑川　英樹 日本語 ※ 文献文化学系２７ 中文の大学院聴講生のみ聴講可

1530001 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 4 通年 金4 宇佐美　文理 日本語 ○ 文献文化学系２８
1530002 中国哲学史(特殊講義)  特殊講義 4 通年 水2 池田　恭哉 日本語 ○ 文献文化学系２９
1531001 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 前期集中 その他 橋本　秀美 日本語 ○ 文献文化学系３０
1531004 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木2 武田　時昌 日本語 ○ 文献文化学系３１
1531005 中国哲学史(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木2 武田　時昌 日本語 ○ 文献文化学系３２
1540001 中国哲学史(演習) 演習 4 通年 金5 宇佐美　文理 日本語 ○ 文献文化学系３３ 3/11　曜時限変更

1540002 中国哲学史(演習) 演習 4 通年 月2 池田　恭哉 日本語 ○ 文献文化学系３４
1541003 中国哲学史(演習) 演習 2 前期 月3 古勝　隆一 日本語 ○ 文献文化学系３５
1541004 中国哲学史(演習) 演習 2 後期 月3 古勝　隆一 日本語 ○ 文献文化学系３６
1541005 中国哲学史(演習) 演習 2 前期 金2 中　純夫 日本語 ○ 文献文化学系３７
1541006 中国哲学史(演習) 演習 2 後期 金2 中　純夫 日本語 ○ 文献文化学系３８

1633001 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金2 横地　優子
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系３９

1633002 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木2 VASUDEVA，Somdev 英語 ○ 文献文化学系４０
1633003 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 月2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系４１
1633004 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水5 藤井　正人 日本語 ○ 文献文化学系４２
1633005 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水5 藤井　正人 日本語 ○ 文献文化学系４３

1633006 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金5 山下　勤
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系４４

1633009 インド古典学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木3 井田　克征 日本語 ○ 文献文化学系４５
1633010 インド古典学（特殊講義） 特殊講義 2 前期集中 その他 ACHARYA，Diwakar Nat 英語 ○ 文献文化学系４６
1643001 インド古典学(演習) 演習 4 通年 火5 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系４７
1644001 インド古典学(演習) 演習 2 後期 月2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系４８
1644002 インド古典学(演習) 演習 2 後期 月3 志賀　浄邦 日本語 ○ 文献文化学系４９

1644003 インド古典学(演習) 演習 2 前期 金2 横地　優子
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系５０

1644004 インド古典学(演習) 演習 2 前期 木2 VASUDEVA，Somdev 英語 ○ 文献文化学系５１
1644005 インド古典学(演習) 演習 2 前期 木4 山口　周子 日本語 ○ 文献文化学系５２
1644006 インド古典学(演習) 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 日本語 ○ 文献文化学系５３
1653001 インド古典学(講読) 講読 2 前期 月4 横地　優子 日本語 ○ 文献文化学系５４
1653002 インド古典学(講読) 講読 2 後期 月4 藤井　正人 日本語 ○ 文献文化学系５５
1653003 インド古典学(講読) 講読 2 前期 水2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系５６
1653004 インド古典学(講読) 講読 2 後期 水2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系５７
1831001 仏教学(特殊講義) 2 前期 水3 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系５８
1831002 仏教学(特殊講義) 2 後期 水3 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系５９
1831003 仏教学(特殊講義） 2 前期 火4 船山　徹 日本語 ○ 文献文化学系６０
1831004 仏教学(特殊講義) 2 後期 火4 船山　徹 日本語 ○ 文献文化学系６１
1831005 仏教学(特殊講義) 2 前期 木5 室寺　義仁 日本語 ○ 文献文化学系６２
1831006 仏教学(特殊講義) 2 後期 木5 室寺　義仁 日本語 ○ 文献文化学系６３
1831007 仏教学(特殊講義) 2 後期 金2 DEROCHE，Marc-Henri Jean 英語 ○ 文献文化学系６４
1841001 仏教学(演習) 演習 2 前期 火3 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系６５
1841002 仏教学(演習) 演習 2 後期 火3 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系６６
1841003 仏教学(演習) 演習 2 後期 金4 加納　和雄 日本語 ○ 文献文化学系６７
1841004 仏教学(演習) 演習 2 前期 水4 熊谷　誠慈 日本語 ○ 文献文化学系６８
1841005 仏教学(演習) 演習 2 後期 水4 熊谷　誠慈 日本語 ○ 文献文化学系６９
1841006 仏教学(演習) 演習 2 前期 金2 佐藤　直実 日本語 ○ 文献文化学系７０
1841007 仏教学(演習) 演習 2 後期 月4 志賀　浄邦 日本語 ○ 文献文化学系７１
1841008 仏教学(演習) 演習 2 前期 木4 山口　周子 日本語 ○ 文献文化学系７２
1841009 仏教学(演習) 演習 2 後期 木4 芳原　綾子 日本語 ○ 文献文化学系７３
1851001 仏教学(講読Ｉ) 講読 2 前期 水2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系７４
1851002 仏教学(講読Ｉ) 講読 2 後期 水2 Klebanov Andrey 英語 ○ 文献文化学系７５

1853001 仏教学(講読II) 講読 2 前期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系７６

1853002 仏教学(講読II) 講読 2 後期 火2 DEROCHE，Marc-Henri Jean
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系７７

3130001 西洋古典学(特殊講義) 特殊講義 4 通年 木2 CIESKO，Martin
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系７８

3130002 西洋古典学(特殊講義) 特殊講義 4 前期 金3.金4 高橋　宏幸 日本語 ○ 文献文化学系７９
3140001 西洋古典学(演習) 演習 4 通年 月5 高橋　宏幸 日本語 ○ 文献文化学系８０

3140002 西洋古典学（演習） 演習 4 通年 水5 CIESKO，Martin
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系８１

3140003 西洋古典学(演習)  演習 4 通年 水3 CIESKO，Martin
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系８２

3141002 西洋古典学(演習) 演習 2 後期 金3 平山　晃司 日本語 ○ 文献文化学系８３
3151001 西洋古典学(講読) 講読 2 前期 水4 高橋　宏幸 日本語 ○ 文献文化学系８４
3151002 西洋古典学(講読) 講読 2 後期 水4 高橋　宏幸 日本語 ○ 文献文化学系８５
3151003 西洋古典学(講読) 講読 2 前期 火2 山下　修一 日本語 ○ 文献文化学系８６
3151004 西洋古典学(講読) 講読 2 後期 火2 山下　修一 日本語 ○ 文献文化学系８７
3231003 スラブ語学スラブ文学(特殊講義) 2 前期 金4 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系８８
3231005 スラブ語学スラブ文学(特殊講義) 2 後期 月4 松下　隆志 日本語 ○ 文献文化学系８９
3231006 スラブ語学スラブ文学（特殊講義） 2 後期 金4 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系９０
3241001 スラブ語学スラブ文学(演習) 演習 2 前期 月4 Valerij Grecko 日本語 ○ 文献文化学系９１
3241004 スラブ語学スラブ文学(演習) 演習 2 前期 金2 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系９２
3241005 スラブ語学スラブ文学(演習) 演習 2 後期 金2 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系９３
3241011 スラブ語学スラブ文学(演習) 演習 2 前期 金3 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系９４
3241012 スラブ語学スラブ文学(演習) 演習 2 後期 金3 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系９５
3251003 スラブ語学スラブ文学(講読) 講読 2 前期 水3 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系９６

【　文献文化学系　】
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3251004 スラブ語学スラブ文学(講読) 講読 2 後期 水3 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系９７
3331001 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金4 川島　隆 日本語 ○ 文献文化学系９８
3331002 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金4 松村　朋彦 日本語 ○ 文献文化学系９９
3331005 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金3 河崎　靖 日本語 ○ 文献文化学系１００
3331006 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木3 TRAUDEN，Dieter ドイツ語 ○ 文献文化学系１０１
3331007 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木3 TRAUDEN，Dieter ドイツ語 ○ 文献文化学系１０２
3331008 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 火3 岡田　暁生 日本語 ○ 文献文化学系１０３
3331009 ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 火3 岡田　暁生 日本語 ○ 文献文化学系１０４
3345001 ドイツ語学ドイツ文学(演習III) 演習 2 前期 金5 松村　朋彦・川島　隆 日本語 ○ 文献文化学系１０５
3345002 ドイツ語学ドイツ文学(演習III) 演習 2 後期 金5 松村　朋彦・川島　隆 日本語 ○ 文献文化学系１０６
M181001 ドイツ語学ドイツ文学（特殊講義）  特殊講義 2 前期 火5 細見　和之 日本語 ○ 文献文化学系１０７
M183001 ドイツ語学ドイツ文学(演習) 演習 2 前期 火2 松村　朋彦 日本語 ○ 文献文化学系１０８
M183002 ドイツ語学ドイツ文学(演習) 演習 2 後期 火2 松村　朋彦 日本語 ○ 文献文化学系１０９
M183003 ドイツ語学ドイツ文学(演習) 演習 2 前期 水3 川島　隆 日本語 ○ 文献文化学系１１０
M183004 ドイツ語学ドイツ文学(演習) 演習 2 後期 水3 川島　隆 日本語 ○ 文献文化学系１１１
M183005 ドイツ語学ドイツ文学(演習) 演習 2 後期 火5 細見　和之 日本語 ○ 文献文化学系１１２
M191002 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木1 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系１１３
M191003 英語学英米文学(特殊講義)  特殊講義 2 後期 火3 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系１１４
M191004 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 月2 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系１１５
M191005 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 月2 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系１１６
M191006 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水4 谷口　一美 日本語 ○ 文献文化学系１１７
M191007 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水4 谷口　一美 日本語 ○ 文献文化学系１１８
M191008 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金4 水野　尚之 日本語 ○ 文献文化学系１１９
M191009 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金4 水野　尚之 日本語 ○ 文献文化学系１２０
M191010 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木4 西村　秀夫 日本語 ○ 文献文化学系１２１
M191011 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木4 西村　秀夫 日本語 ○ 文献文化学系１２２
M191012 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 月3 出口　菜摘 日本語 ○ 文献文化学系１２３
M191013 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 火2 西山　けい子 日本語 ○ 文献文化学系１２４
M191014 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 月1 メドロック　麻弥 日本語 ○ 文献文化学系１２５
M191015 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木3 藤井　光 日本語 ○ 文献文化学系１２６
M191016 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水2 服部　典之 日本語 ○ 文献文化学系１２７
M191017 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水2 服部　典之 日本語 ○ 文献文化学系１２８
M191018 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金1 Karin L. Swanson 英語 ○ 文献文化学系１２９
M191019 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金1 Karin L. Swanson 英語 ○ 文献文化学系１３０
M191020 英語学英米文学（特殊講義） 特殊講義 2 前期集中 その他 竹村　はるみ 日本語 ○ 文献文化学系１３１
M191021 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期集中 その他 阿部　公彦 日本語 ○ 文献文化学系１３２
M193001 英語学英米文学（演習） 演習 2 前期 金2 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系１３３
M193002 英語学英米文学（演習） 演習 2 後期 金2 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系１３４
M193003 英語学英米文学(演習) 演習 2 前期 火5 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系１３５
M193004 英語学英米文学(演習) 演習 2 後期 火5 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系１３６
M193005 英語学英米文学(演習) 演習 2 前期 木2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系１３７
M193006 英語学英米文学(演習) 演習 2 後期 木2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系１３８
M193007 英語学英米文学(演習) 演習 2 前期 水4 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系１３９
M193008 英語学英米文学(演習) 演習 2 後期 水4 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系１４０
M193009 英語学英米文学(演習) 演習 2 前期 火4 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系１４１
M193010 英語学英米文学(演習) 演習 2 後期 火4 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系１４２
M194001 英語学英米文学(特殊講義) 特殊講義 1 前期集中 その他 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系１４３
3631001 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木2 永盛　克也 日本語 ○ 文献文化学系１４４
3631003 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 木3 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１４５
3631004 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 木3 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１４６
3631007 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 金2 森本　淳生 日本語 ○ 文献文化学系１４７
3631008 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水3 村上　祐二 日本語 ○ 文献文化学系１４８
3631010 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金2 森本　淳生 日本語 ○ 文献文化学系１４９
3631012 フランス語学フランス文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 金4 岩根　久 日本語 ○ 文献文化学系１５０
3645003 フランス語学フランス文学(演習) 演習 2 前期 木4 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１５１
3645004 フランス語学フランス文学(演習) 演習 2 後期 木4 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１５２
M202001 フランス語学フランス文学(演習) 演習 4 通年 火4 増田　眞・永盛　克也・村上　祐二 日本語 ○ 文献文化学系１５３
M203001 フランス語学フランス文学(演習) 演習 2 前期 火3 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１５４
M203002 フランス語学フランス文学(演習) 演習 2 後期 火3 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系１５５
3731001 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 月4 菊池　正和 日本語 ○ 文献文化学系１５６
3731004 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水3 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１５７
3731005 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水3 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１５８
3731006 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 前期 水5 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１５９
3731007 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 水5 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１６０
3731008 イタリア語学イタリア文学(特殊講義) 特殊講義 2 後期 月4 菊池　正和 日本語 ○ 文献文化学系１６１
3764001 イタリア語学イタリア文学（外国語実習） 実習 1 前期 火3 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１６２
3764002 イタリア語学イタリア文学（外国語実習） 実習 1 後期 火3 Marco Daniele LIMONGELLI イタリア語 ○ 文献文化学系１６３
1301001 系共通科目(国語学)(講義) 講義 4 通年 金2 大槻　信 日本語 ○ 文献文化学系１６４ 学部科目
1303001 系共通科目(国文学)(講義) 講義 4 通年 金1 金光　桂子 日本語 ○ 文献文化学系１６５ 学部科目
1340002 国語学国文学(演習) 演習 4 通年 火3 金光　桂子 日本語 ○ 文献文化学系１６６ 学部科目
1350001 国語学国文学(講読) 講読 4 通年 木4 鎌田　智恵 日本語 ○ 文献文化学系１６７ 学部科目
1402001 系共通科目(中国語学)(講義) 講義 2 前期 月5 平田　昌司 日本語 ○ 文献文化学系１６８ 学部科目
1404001 系共通科目(中国語学)(講義) 講義 2 後期 月5 平田　昌司 日本語 ○ 文献文化学系１６９ 学部科目
1406001 系共通科目(中国文学)(講義) 講義 2 前期 金5 緑川　英樹 日本語 ○ 文献文化学系１７０ 学部科目
1408001 系共通科目(中国文学)(講義) 講義 2 後期 金5 緑川　英樹 日本語 ○ 文献文化学系１７１ 学部科目
1447001 中国語学中国文学(演習) 演習 2 前期 木2 平田　昌司 日本語 ○ 文献文化学系１７２ 学部科目
1447002 中国語学中国文学(演習) 演習 2 後期 木2 平田　昌司 日本語 ○ 文献文化学系１７３ 学部科目
1447003 中国語学中国文学(演習) 演習 2 前期 火4 木津　祐子 日本語 ○ 文献文化学系１７４ 学部科目
1447004 中国語学中国文学(演習) 演習 2 後期 火4 木津　祐子 日本語 ○ 文献文化学系１７５ 学部科目
1449001 中国語学中国文学(演習) 演習 2 前期 水3 緑川　英樹 日本語 ○ 文献文化学系１７６ 学部科目
1449002 中国語学中国文学(演習) 演習 2 後期 水3 緑川　英樹 日本語 ○ 文献文化学系１７７ 学部科目
1451001 中国語学中国文学(講読) 講読 2 前期 水5 木津　祐子 日本語 ○ 文献文化学系１７８ 学部科目
1451002 中国語学中国文学(講読) 講読 2 後期 水5 木津　祐子 日本語 ○ 文献文化学系１７９ 学部科目

1502001 系共通科目(中国哲学史)(講義) 講義 2 前期 火5 宇佐美　文理 日本語 ○ 文献文化学系１８０
学部科目
3/11　曜時限変更

1504001 系共通科目(中国哲学史)(講義) 講義 2 後期 火5 宇佐美　文理 日本語 ○ 文献文化学系１８１
学部科目
3/11　曜時限変更

1550001 中国哲学史(講読) 講読 4 通年 火2 池田　恭哉 日本語 ○ 文献文化学系１８２ 学部科目

1602001
系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸ
ﾘｯﾄ文学)(講義) 講義 2 前期 月3 藤井　正人 日本語 ○ 文献文化学系１８３ 学部科目

1604001
系共通科目(ｻﾝｽｸﾘｯﾄ語学ｻﾝｽｸ
ﾘｯﾄ文学)(講義) 講義 2 後期 月3 横地　優子 日本語 ○ 文献文化学系１８４ 学部科目

1702001 系共通科目(インド哲学史)(講義) 講義 2 前期 水4 VASUDEVA，Somdev
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系１８５ 学部科目

1704001 系共通科目(インド哲学史)(講義) 講義 2 後期 水4 VASUDEVA，Somdev
日本語及
び英語 ○ 文献文化学系１８６ 学部科目

1802001 系共通科目(仏教学)(講義) 講義 2 前期 月2 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系１８７ 学部科目
1804001 系共通科目(仏教学)(講義) 講義 2 後期 月2 宮崎　泉 日本語 ○ 文献文化学系１８８ 学部科目

3902001 西洋文学入門(講義) 講義 2 前期 木5

CIESKO，Martin・中村　唯史・川島
隆・廣田　篤彦・小林　久美子・永盛
克也・村瀬　有司 日本語 ○ 文献文化学系１８９ 学部科目

3100001 系共通科目(西洋古典学)(講義) 講義 2 後期 金5 高橋　宏幸 日本語 ○ 文献文化学系１９０ 学部科目
3102001 系共通科目(西洋古典学)(講義) 講義 2 前期 金5 CIESKO，Martin 英語 ○ 文献文化学系１９１ 学部科目
3202001 系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義) 講義 2 前期 水5 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系１９２ 学部科目
3204001 系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義) 講義 2 後期 水5 中村　唯史 日本語 ○ 文献文化学系１９３ 学部科目
3231001 スラブ語学スラブ文学(特殊講義) 2 前期 月3 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系１９４ 学部科目
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3231002 スラブ語学スラブ文学(特殊講義) 2 後期 月3 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系１９５ 学部科目
3251005 スラブ語学スラブ文学(講読) 講読 2 前期 火4 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系１９６ 学部科目
3251006 スラブ語学スラブ文学(講読) 講読 2 後期 火4 服部　文昭 日本語 ○ 文献文化学系１９７ 学部科目
3262001 スラブ語学スラブ文学(外国語実習） 実習 1 前期 木3 Svetlana，Vinogradova ロシア語 ○ 文献文化学系１９８ 学部科目
3262002 スラブ語学スラブ文学(外国語実習） 実習 1 後期 木3 Svetlana，Vinogradova ロシア語 ○ 文献文化学系１９９ 学部科目
3402001 系共通科目(英語学)(講義A) 講義 2 前期 水4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２００ 学部科目
3404001 系共通科目(英語学)(講義B) 講義 2 後期 水4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２０１ 学部科目
3406001 系共通科目(英文学)(講義A) 講義 2 前期 金3 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２０２ 学部科目
3408001 系共通科目(英文学)(講義B) 講義 2 後期 金3 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系２０３ 学部科目
3441001 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 火4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２０４ 学部科目
3441002 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 火4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２０５ 学部科目
3441003 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 金2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２０６ 学部科目
3441004 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 金2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２０７ 学部科目
3441005 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 月4 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系２０８ 学部科目
3441006 英語学英文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 月4 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系２０９ 学部科目
3451001 英語学英文学(講読) 講読 2 前期 火2 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系２１０ 学部科目
3451002 英語学英文学(講読) 講読 2 後期 木1 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２１１ 学部科目
3451003 英語学英文学(講読) 講読 2 前期 水5 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系２１２ 学部科目
3451004 英語学英文学(講読) 講読 2 後期 水5 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系２１３ 学部科目
3451005 英語学英文学(講読) 講読 2 前期 火3 桂山　康司 日本語 ○ 文献文化学系２１４ 学部科目
3451006 英語学英文学(講読) 講読 2 後期 火3 桂山　康司 日本語 ○ 文献文化学系２１５ 学部科目
3462001 英語学英文学(外国語実習) 実習 1 前期 木2 LUDVIK，Catherine 英語 ○ 文献文化学系２１６ 学部科目
3462002 英語学英文学(外国語実習) 実習 1 後期 火1 LUDVIK，Catherine 英語 ○ 文献文化学系２１７ 学部科目
3462003 英語学英文学(外国語実習) 実習 1 前期 水3 Stephen Gill 英語 ○ 文献文化学系２１８ 学部科目
3462004 英語学英文学(外国語実習) 実習 1 後期 月3 Stephen Gill 英語 ○ 文献文化学系２１９ 学部科目
3502001 系共通科目(アメリカ文学)(講義A) 講義 2 前期 月5 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系２２０ 学部科目
3503001 系共通科目(アメリカ文学)(講義B) 講義 2 後期 月5 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系２２１ 学部科目
3541001 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 月4 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系２２２ 学部科目
3541002 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 月4 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系２２３ 学部科目
3541003 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 火4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２２４ 学部科目
3541004 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 火4 家入　葉子 日本語 ○ 文献文化学系２２５ 学部科目
3541005 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 前期 金2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２２６ 学部科目
3541006 アメリカ文学(演習Ｉ) 演習 2 後期 金2 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２２７ 学部科目
3551001 アメリカ文学(講読) 講読 2 前期 水5 森　慎一郎 日本語 ○ 文献文化学系２２８ 学部科目
3551002 アメリカ文学(講読) 講読 2 後期 水5 小林　久美子 日本語 ○ 文献文化学系２２９ 学部科目
3551003 アメリカ文学(講読) 講読 2 前期 火2 佐々木　徹 日本語 ○ 文献文化学系２３０ 学部科目
3551004 アメリカ文学(講読) 講読 2 後期 木1 廣田　篤彦 日本語 ○ 文献文化学系２３１ 学部科目
3551005 アメリカ文学(講読) 講読 2 前期 火3 桂山　康司 日本語 ○ 文献文化学系２３２ 学部科目
3551006 アメリカ文学(講読) 講読 2 後期 火3 桂山　康司 日本語 ○ 文献文化学系２３３ 学部科目
3562001 アメリカ文学(外国語実習) 実習 1 前期 木2 LUDVIK，Catherine 英語 ○ 文献文化学系２３４ 学部科目
3562002 アメリカ文学(外国語実習) 実習 1 後期 火1 LUDVIK，Catherine 英語 ○ 文献文化学系２３５ 学部科目
3562003 アメリカ文学(外国語実習) 実習 1 前期 水3 Stephen Gill 英語 ○ 文献文化学系２３６ 学部科目
3562004 アメリカ文学(外国語実習) 実習 1 後期 月3 Stephen Gill 英語 ○ 文献文化学系２３７ 学部科目
3604001 系共通科目(フランス文学)(講義) 講義 2 前期 火2 永盛　克也 日本語 ○ 文献文化学系２３８ 学部科目
3606001 系共通科目(フランス文学)(講義) 講義 2 後期 火2 村上　祐二 日本語 ○ 文献文化学系２３９ 学部科目
3607001 系共通科目(フランス語学)(講義) 講義 2 前期 火3 小田　涼 日本語 ○ 文献文化学系２４０ 学部科目
3648001 フランス語学フランス文学（演習I） 演習 2 前期 月2 永盛　克也 日本語 ○ 文献文化学系２４１ 学部科目
3648002 フランス語学フランス文学（演習I） 演習 2 後期 月2 村上　祐二 日本語 ○ 文献文化学系２４２ 学部科目
3651001 フランス語学フランス文学(講読) 講読 2 後期 月3 永盛　克也 日本語 ○ 文献文化学系２４３ 学部科目
3651002 フランス語学フランス文学(講読) 講読 2 前期 月3 村上　祐二 日本語 ○ 文献文化学系２４４ 学部科目
3651003 フランス語学フランス文学(講読) 講読 2 後期 木2 松原　冬二 日本語 ○ 文献文化学系２４５ 学部科目
3662001 フランス語学フランス文学（外国語実習） 実習 2 通年 火4 Charles VINCENT フランス語 ○ 文献文化学系２４６ 学部科目
3702001 イタリア語学イタリア文学(講義) 講義 2 前期 火2 村瀬　有司 日本語 ○ 文献文化学系２４７ 学部科目

3703001 イタリア語学イタリア文学(講義) 講義 2 後期 火2 村瀬　有司 日本語 ○ 文献文化学系２４８
学部科目
3/11　講義コード変更

3751001 イタリア語学イタリア文学(講読) 講読 2 前期 水4 村瀬　有司 日本語 ○ 文献文化学系２４９ 学部科目
3751002 イタリア語学イタリア文学(講読) 講読 2 後期 水4 村瀬　有司 日本語 ○ 文献文化学系２５０ 学部科目
3751003 イタリア語学イタリア文学(講読) 講読 2 前期 金5 河合　成雄 日本語 ○ 文献文化学系２５１ 学部科目
3751004 イタリア語学イタリア文学(講読) 講読 2 後期 金5 河合　成雄 日本語 ○ 文献文化学系２５２ 学部科目



文献文化学系１

科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 河村　瑛子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  芭蕉研究

 [授業の概要・目的]
　俳諧は、俳句の源流とされる短詩型文芸である。近世初期、俳諧は文学ジャンルとして確立し、
以来、急速な成熟と変容を遂げた。そのような俳諧史の変革に最も意識的に与した人物に、芭蕉が
いる。芭蕉は、同時代より近現代に到るまで日本文学史上の重要人物とされており、文学・文化・
思想における影響力は甚大である。本講義では、最新の研究状況を踏まえ、その文学的特性や表現
上の妙味について実践的に把握することを目指す。
　前期には、芭蕉の基本事項について概説した上で、芭蕉の発句・俳文作品を幾つか取り上げて精
読し、その読解方法を講義する。和漢雅俗にわたる表現史や、関連資料の運用方法等を学びながら、
一字一句に込められた作意を繙くことで、作品を実証的に解釈する手法を身につける。
　後期には、芭蕉の作品と分かちがたく結びつく重要資料であり、俳文作品としても親しまれた芭
蕉の書簡を取り上げる。はじめに、往来物（江戸時代に教科書として用いられた手紙の文例集）を
用い、書簡資料を扱う上での入門的な講義を行う。その上で、芭蕉書簡の読解に取り組む。関連す
る芭蕉の作品や、伝記上の問題、俳壇状況、芭蕉の思想・人間性など、俳諧史の諸問題と併せて解
説し、芭蕉の文事を史的動態の中に位置づける。
　芭蕉は、文学作品・書簡を含めた「ふみ」の持つ力について、きわめて意識的な人物として特筆
される。本講義の主体的な受講を通して、文学および文学研究の意味について、各自が考察を深め
ることを期待する。

 [到達目標]
近世前期から中期にかけての俳諧史を把握し、その動態の中で、芭蕉文学の特性を説明できるよう
になる。くずし字の読解能力を身につけ、俳諧作品や書簡資料を読解できるようになる。テキスト
における良質な問題点を発見し、それを実証的方法によって解決できるようになる。

 [授業計画と内容]
1.イントロダクション
2.伝記
3.研究史と資料状況
4.発句精読（1）素材に着目して
5.発句精読（2）語法と表現史
6.発句精読（3）自筆資料の活用
7.発句精読（4）周辺資料の活用
8.俳文精読（1）『笈の小文』
9.俳文精読（2）「幻住庵記」
10.俳文精読（3）『奥の細道』概説
11.俳文精読（4）『奥の細道』と曽良随行日記
12.俳文精読（5）『奥の細道』と自筆資料群
13.芭蕉と同時代の俳人たち
14.芭蕉の俳諧活動の特性
15.前期のまとめ

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

16.書簡読解入門（1）書簡資料概説
17.書簡読解入門（2）往来物の読解
18.書簡読解入門（3）往来物の読解
19.芭蕉書簡の享受の諸相
20.新鋭俳人としての芭蕉（木因宛書簡・濁子宛書簡）
21.指導者としての芭蕉（麋塒宛書簡）
22.愛弟子杜国をめぐって（万菊丸宛書簡）
23.『奥の細道』前夜（鳥金右衛門宛書簡）
24.「風雅のまこと」の追求（曲水宛書簡）
25.元禄俳壇と芭蕉の門人（去来宛書簡）
26.芭蕉の臨終（遺状）
27.文学としての書簡（1）小説と手紙
28.文学としての書簡（2）俳人と手紙
29.総括 
30.フィードバック 

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30%）、小テスト(20%)、年度末のレポート（50%）による。平常点は、授業への参加度や
コメントカード等によって評価する。レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配付する。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
版本・写本および書簡資料など文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求められ
る。配付資料の予習・復習はもちろんのこと、不断に古典籍に親しむこと。くずし字を自在に読み
解く力を身につけることは、各人の研究活動の幅を広げることとなろう。
俳諧は、和漢雅俗にわたる文化現象を取りこむ文芸であるから、日頃より幅広い読書を心がけるこ
とが望ましい。また、授業で扱わない芭蕉作品や、芭蕉以外の俳人の作品についても、積極的に読
解を試みてほしい。講義内容を精緻かつ俯瞰的に理解する助けとなるはずである。

国語学国文学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(3)

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



文献文化学系２

科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

講師 文学研究科 田中　草大
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本語表記の史的変遷

 [授業の概要・目的]
　上代(奈良時代以前)から近現代に至る、日本語の表記法の発展・変遷について概観します。いま
圧倒的主流となっている(そしてこのシラバスでも採用している)「漢字平仮名交り」という表記方
法は、日本語の歴史を通じてずっと主流であったわけでは決してありません。一時代に複数の表記
様式が並存し、文章の目的や対象など種々の要因に応じて、その内の一つが選択されるという在り
方が長く続きました。
　また興味深いことに、「どのような表記様式を用いるか(＝表記体)」と「どのような文章を書く
か(＝文体)」とに関連性のあったことが知られています。よって、日本語の歴史を探求しようとす
る場合には、表記にも着目する必要があるのです。
　表記は「どのような文字・符号を用いるか」と「それらの文字・符号をどのように用いるか」と
いう2つの観点から捉えることができますが、本講義ではこの両観点から、日本語がどのように表
記されてきたかを通観します。また、幾つかのトピックについては、先行研究等をもとにより専門
的な問題や知見を紹介します。

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

 [授業計画と内容]
第1回：講義概要、日本語表記のバリエーション総説、表記体と文体の関係
第2～5回：漢字と漢文の輸入と展開（漢文訓読、日本語文としての漢文と変体漢文）
第6～7回：真仮名文の成立とそこにおける漢字の用法
第8～9回：仮名及び仮名文の成立と発展
第10～11回：種々の漢字仮名交り文の成立と発展
第12～13回：字体と書体
第14～15回：いろは歌と五十音図
第16～17回：仮名遣い
第18～19回：近代の漢字表記・仮名表記・ローマ字表記・点字
第20～21回：補助符号・振り仮名・書字方向
第22～24回：通史（～中世前期）
第25～27回：通史（中世後期・近世）
第28～29回：通史（近代・現代）
第30回：まとめ

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート及び期末試験による（各50%）。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献を読むこと。

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



文献文化学系３

科目ナンバリング 　G-LET10 61330 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 岡村　弘樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古典日本語動詞の研究

 [授業の概要・目的]
文において、述語は中核的な役割を担い、その述語の中心的な存在となる品詞が動詞である。その
ため、動詞は文法研究の中でもしばしば取り上げられる対象であるものの、検討すべき課題は多く
残されている。本講義では古典日本語の動詞を対象とし、主にその形態と意味に着目して、各時代
の様相や歴史的変遷を確認しつつ研究上問題となる点について考察してゆく。

 [到達目標]
・文法研究に限らず、古典語を対象とする国語学の研究における基礎的な知識を身に付ける。
・どういった点が問題となるのかを知り、さまざまな先行研究に触れることで、自ら研究課題を発
見し、考察する力を養う。

 [授業計画と内容]
【前期】
第１回　イントロダクション
第２回　動詞の「活用形」
第３回　連用形、終止形
第４回　未然形、その他の活用形
第５回　動詞の「活用の型」
第６回　上代語の動詞概観
第７回　活用の成立に関する諸説
第８回　上一段活用の特殊性
第９回　上代から中古にかけて見られる「二段活用の一段化」
第10回　中古語の動詞概観
第11回　接尾辞について
第12回　複合動詞について
第13回　「終止形と連体形の合一化」
第14回　中世から近世にかけて見られる「二段活用の一段化」　
第15回　前期の総括

【後期】
第16回　動詞の形態と意味（前期の復習を兼ねて）
第17回　「自動詞」と「他動詞」
第18回　「受身」と「使役」
第19回　『詞通路』までの「自他」の認識
第20回　『詞通路』と「自他」
第21回　『詞通路』以降～近代の「自他」の研究
第22回　上代語動詞に見られる自他の対応
第23回　動詞の活用と自他
第24回　自動詞・他動詞以外の動詞の分類

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

第25回　アスペクトによる動詞分類
第26回　助動詞ツ・ヌの使い分けと動詞（１）近世から近代の研究
第27回　助動詞ツ・ヌの使い分けと動詞（２）戦後の研究
第28回　存在詞について
第29回　後期の総括
第30回　フィードバック

ただし、授業の進度や受講者の理解の度合い等によって、内容や順序は変更することがある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内に課すコメントシート等の提出物、20％）と後期末のレポート（80％）により評価
する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義は古典語に関するものであるが、普段自身が使用する、あるいは周りで使用されている動詞
を中心とする言葉に注意することによって、講義内容の理解を深めるのに有用な気付きが得られる
ことがあるだろう。

（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。



文献文化学系４

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　　
文学研究科 准教授 岸本　恵実
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『日葡辞書』の研究

 [授業の概要・目的]
この授業では『日葡辞書』の収載語彙について、『羅葡日辞書』などのキリシタン資料や日本の各
種資料と比較することにより、立項や語釈の方針を明らかにすることを目指す。このことを通じ、
17世紀頃の辞書類の扱い方、先行研究の検討、研究課題の設定と進め方について学ぶ。  

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

 [授業計画と内容]
１キリシタン版概説 
２日葡辞書について（１）成立 
３日葡辞書について（２）序文 
４日葡辞書について（３）構成 
５日葡辞書について（４）収載語彙 
６日葡辞書について（５）語釈 
７日葡辞書の語彙の考察（１）「犬」と関連語 
８日葡辞書の語彙の考察（２）「猫」と関連語 
９日葡辞書の語彙の考察（３）「牛」と関連語 
１０日葡辞書の語彙の考察（４）「馬」と関連語 
１１日葡辞書の語彙の考察（５）「鼠」と関連語 
１２日葡辞書の語彙の考察（６）「兎」と関連語 
１３日葡辞書の語彙の考察（７）「猿」と関連語 
１４全体討論会 
１５フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での発言、コメントシート）10％・課題40％・期末レポート50% 
課題は『日葡辞書』の語彙に関する授業中の調査報告、期末レポートは課題の内容をより深めた考
察のまとめである。 
レポートは以下の観点から総合的に評価する。 
Ａ「問題設定（テーマが適切に設定され、一貫しているか）」 

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

Ｂ「調べ方（設定した問題を考察するための調査を行っているか、資料を適切に扱っているか）」 
Ｃ「構成（論旨が筋道を立ててまとめられているか）」 
Ｄ「書き方（所定の様式にしたがっているか、適切な日本語を用いているか）」

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
大塚光信解説 『エヴォラ本日葡辞書』（清文堂出版）
土井忠生・森田武・長南実編訳 『邦訳日葡辞書』（岩波書店）
森田武 『日葡辞書提要』（清文堂出版）
小林祥次郎 『日本古典博物事典動物篇』（勉誠出版）
その他授業中に指示する。

  

 [授業外学習（予習・復習）等]
第１回に全体のことについて説明し、その他適宜、授業中に指示する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　　
文学研究科 准教授 岸本　恵実
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  キリシタン辞書類の研究

 [授業の概要・目的]
この授業では『日葡辞書』の収載語彙について、『羅葡日辞書』などのキリシタン資料や日本の各
種資料と比較することにより、立項や語釈の方針を明らかにすることを目指す。このことを通じ、
17世紀頃の辞書類の扱い方、先行研究の検討、研究課題の設定と進め方について学ぶ。   

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

 [授業計画と内容]
１キリシタン版概説 
２日葡辞書について（１）引用文献 
３日葡辞書について（２）他のキリシタン辞書との関わり 
４日葡辞書について（３）ポルトガル語辞書史からの見方 
５日葡辞書の語彙の考察（１）「鹿」と関連語 
６日葡辞書の語彙の考察（２）「狐」と関連語 
７日葡辞書の語彙の考察（３）「狸」と関連語 
８日葡辞書の語彙の考察（４）「熊」と関連語 
９日葡辞書の語彙の考察（５）「猪」と関連語 
１０日葡辞書の語彙の考察（６）「狼」と関連語 
１１日葡辞書の語彙の考察（７）「獅子」と関連語 
１２日葡辞書の語彙の考察（８）「虎」と関連語 
１３日葡辞書の語彙の考察（９）「象」と関連語 
１４全体討論会 
１５フィードバック

 [履修要件]
前期の「国語学国文学(特殊講義)」を履修済み、または、『日葡辞書』を使った経験のあることが
望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業内での発言、コメントシート）10％・課題40％・期末レポート50% 
課題は『日葡辞書』の語彙に関する授業中の調査報告、期末レポートは課題の内容をより深めた考
察のまとめである。 
レポートは以下の観点から総合的に評価する。 
Ａ「問題設定（テーマが適切に設定され、一貫しているか）」 

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

Ｂ「調べ方（設定した問題を考察するための調査を行っているか、資料を適切に扱っているか）」 
Ｃ「構成（論旨が筋道を立ててまとめられているか）」 
Ｄ「書き方（所定の様式にしたがっているか、適切な日本語を用いているか）」

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
大塚光信解題 『エヴォラ本日葡辞書』（清文堂出版）
土井忠生・森田武・長南実編訳 『邦訳日葡辞書』（岩波書店）
森田武 『日葡辞書提要』（清文堂出版）
小林祥次郎 『日本古典博物事典動物篇』（勉誠出版）
その他授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
第１回に概略を説明し、その他適宜、授業中に指示する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 池田　証寿
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  日本古代中世辞書史研究

 [授業の概要・目的]
日本の古代（奈良平安時代）から中世（鎌倉室町時代）までに成立した各種の古辞書を取り上げて、
その編者、成立、組織、価値、後世への影響などを解説する。取り上げる古辞書は漢文古辞書を中
心とし、日本におけるこれまでの研究成果と新たな研究課題の紹介を目的とする。

 [到達目標]
日本における古代中世の漢文古辞書の研究は、国語学および中国語学の双方からなされており、観
点と方法に相違があることを理解する。すなわち、国語学では、漢字音の日本語化（漢音・呉音の
形成）、訓詁の日本語化（和訓あるいは訓読みの形成）、和製漢字（国字の成立）に関心が高い。
一方、中国語学では、字音・訓詁の双方において、日本語化した要素を極力排除して、中国側小学
書の本文を可能な限り復元することを目指している。国語学と中国語学とに共通して議論できるの
は漢字の字体の研究である。

 [授業計画と内容]
第一回　日本古辞書の三大出典―『玉篇』『切韻』『一切経音義』
第二回　仏典音義の編纂―『新訳華厳経音義私記』を中心に
第三回　玉篇の抄録―『篆隷万象名義』
第四回　漢語抄類の編纂―『楊氏漢語抄』と『臨時雑要字』
第五回　韻書と字書の統合―『東宮切韻』
第六回　仏典音義と和訓の収集―『新撰字鏡』
第七回　本文典拠主義の辞書の成立―『倭名類聚抄』
第八回　漢文訓読語に見る訓詁と表現―訓点の起源と展開
第九回　仏典の読誦と音義書の編纂―法華経の音義と大般若経の音義
第十回　本文典拠主義の辞書の変容―原撰本『類聚名義抄』
第十一回　実用主義の漢和辞書の完成―改編本『類聚名義抄』
第十二回　韻書の変容と国語辞書の編纂―『詩苑韻集』と『色葉字類抄』
第十三回　漢和辞書と国語辞書の展開
第十四回　漢字字体史研究と古辞書研究―初唐の標準字体と開成石経の標準字体
第十五回　漢字字体史研究と古辞書研究―中国の字様書と日本古辞書での利用

 [履修要件]
特になし

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30点）と、レポート試験（70点）により評価する。レポート試験の課題は講義中に指示す
る。

 [教科書]
必要な資料は教室で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
貞苅伊徳 『新撰字鏡の研究』（汲古書院）ISBN:4762934232
吉田金彦 『古辞書と国語』（臨川書店）ISBN:4653040591
築島裕 『築島裕著作集第三巻　古辞書と音義』（汲古書院）ISBN:4762936235
石塚晴通 『漢字字体史研究』（勉誠出版）ISBN:4585280081

 [授業外学習（予習・復習）等]
古辞書研究上、重要な論文を紹介し、その位置づけを行うので、あらかじめ目を通しておくこと。
貞苅伊徳「新撰字鏡の解剖」、吉田金彦「古辞書への開眼」（原題「国語学における古辞書研究の
立場」）、築島裕「中古辞書史小考」、石塚晴通「漢字字体の日本的標準」は上記した「参考書等」
に収録されている。

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



文献文化学系７

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 奥村　和美
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  萬葉集の比較文学的研究

 [授業の概要・目的]
・上代の日本人が学びとった中国文学の知識とはどのようなものであり、それが萬葉集などの文学
作品にどのような影響を及ぼしたのか。この問題について、特に基本的教養をなしたであろう初学
書や経書の受容という側面から、当時の使用テキストにできるかぎり基づいて実証的に考察・検討
を加える。
・萬葉集を主な対象とするが、適宜、萬葉集以外の上代文献にも触れる。

 [到達目標]
・上代の知識人の基本的教養が中国文学をもとにどのように形成されたかを理解し、その視点から
萬葉集をはじめとする上代の文学作品を吟味し、考察することができるようになる。

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

１．本講義の視座と問題意識
　　　―　上代日本文学の比較文学的研究について【１週】
２．初学書の受容
　　　―　千字文・論語【５～６週】
３．経書の受容
　　　―　古文孝経【７～８週】
４．総括【１週】
５. 理解度の確認テスト【最終週】
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業後のまとめシートの提出(30点)と最終回に行う理解度の確認テスト(70点)との総合によ
り評価する。

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
井手・毛利 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
塙書房『補訂版　萬葉集』を使用することも可。

 [参考書等]
  （参考書）
佐竹昭広他 『岩波文庫　萬葉集』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習　授業で扱った作品を含め、前期期間内に萬葉集二十巻をひととおり読むこと。はじめ
て萬葉集に触れる学生は、訓読・現代語訳付きなどを利用してよい。専門的な研究を志すものは漢
字本文で読むことを心がける。

（その他（オフィスアワー等））
授業時間の前後、教室或いは控え室にて。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８

科目ナンバリング 　G-LET10 61331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 奥村　和美
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  萬葉集の訓詁

 [授業の概要・目的]
漢字ばかりで記された萬葉集の和歌を日本語で訓めるようにすること、いわゆる訓読は萬葉集研究
の基礎である。そのためにはまず漢字の訓詁が正確になされねばならない。本講義では、萬葉集の
正確な訓読を行うために、中国或いは日本の古字書(辞書)を用いた訓詁とはどのようなものか具体
例に則して実践的に示していく。

 [到達目標]
萬葉集読解の基礎である訓詁がどのように行われてきたかを理解し、その視点から訓詁のあるべき
方法を理解し、習得できるようになる。

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

１．本講義の視座と問題意識 
　　　―　萬葉集の訓詁と古字書【１～２週】 
２．原本系玉篇零巻を用いた訓詁【４～５週】 
３．篆隷萬象名義を用いた訓詁【４～５週】 
４．玉篇逸文を用いた訓詁【４～５週】
５. 総括【１週】 
 ※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業後のまとめシートの提出(30点)とレポート(70点)との総合により評価する。レポートに
ついては到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
井手・毛利 『新校注　萬葉集』（和泉書院）
塙書房『補訂版　萬葉集』の使用も可。

 [参考書等]
  （参考書）
佐竹昭広他 『岩波文庫　萬葉集』（岩波書店）

国語学国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習　授業で扱った作品を含め、後期期間内に萬葉集二十巻をひととおり読むこと。はじめ
て萬葉集に触れる学生は、訓読・現代語訳付きなどを利用してよい。専門的な研究を志すものは漢
字本文で読むことを心がける。

（その他（オフィスアワー等））
授業の前後、教室或いは控え室にて。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９

科目ナンバリング 　G-LET10 71340 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 大槻　信
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  漢籍訓点資料の研究

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

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

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

【前期】	
第1回	イントロダクション
第2回	訓点概説
第3回	陽明文庫本遊仙窟について
第4回	21オ　前半
第5回	21オ　後半
第6回	21ウ　前半
第7回	21ウ　後半
第8回	22オ　前半
第9回	22オ　後半
第10回	22ウ　前半
第11回	22ウ　後半
第12回	23オ　前半
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第13回	23オ　後半
第14回	23ウ　前半
第15回	23ウ　後半
	
【後期】	
第1回	24オ　前半
第2回	24オ　後半
第3回	24ウ　前半
第4回	24ウ　後半
第5回	25オ　前半
第6回	25オ　後半
第7回	25ウ　前半
第8回	25ウ　後半
第9回	26オ　前半
第10回	26オ　後半
第11回	26ウ　前半
第12回	26ウ　後半
第13回	27オ　前半
第14回	27オ　後半
第15回	まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は発表によって評価し、授業中の発言等を平常点として加味する。
発表の機会がなかった者は発表に相当するレポートをもって評価する。

 [教科書]
資料のコピーを配布する。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者全員がその時間に取り上げる該当部分について予習した上で授業にのぞむこと。
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（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０

科目ナンバリング 　G-LET10 71340 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 河村　瑛子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『俳諧類船集』研究

 [授業の概要・目的]
　過去の文献に記されたことがらを正確に理解するためには、言葉の精密な意味合いと、その背後
にある世界観を把握することが肝要である。近世前期に花開いた古俳諧は、文学史上初めて、豊富
な俗語の資料を残してくれた。本演習では、古俳諧が齎した史上最大の連想語辞書『俳諧類船集』
の読解を通して、古人の精神世界に分け入りたい。
　本書に記された連想語群は、日本人の伝統的な共通認識を反映しており、しかも、和漢雅俗にわ
たる浩瀚な内容を含んでいる。たとえば「語る」の項目を見ると、その連想語として、浄瑠璃、平
家、みどり子、謡、梓神子、盗人、遊女などが挙げられている。これを眺めるだけで、「語る」と
「話す」とがどう違うのかといった言葉の原義から、物語や歴史叙述の根源的な問題にまで想像が
膨らんでくるだろう。本演習では、『類船集』の連想語のネットワークを分析する方法とその意義
について実践的に学ぶ。
　本演習では、はじめに教員による概説的講義を行い、以後は受講者の発表によって進める。具体
的には、本書の見出語と連想語との関係性を文献上の根拠にもとづいて考察し、そこから浮かび上
がる問題点を受講者全員で吟味することによって、言葉の深奥に迫る。
　この授業は、古文献の基礎的な調査・読解の方法を習得し、文学・語学・文化における良質な問
題点を発見するための思考を養う場である。近世文学研究の立場にとどまらず、様々な角度から取
り組むことが可能であろう。本演習が受講者各々の専門的研究へとつながる視座を獲得する機会と
なることを期待する。

 [到達目標]
くずし字読解能力と、和本の基本的な扱い方を身につける。多様な資料の性格を把握し、古文献を
適切に運用できるようになる。テキストを実証的に解釈する方法を習得する。自ら良質な問題点を
発見し、それを適切な方法によって解決できるようになる。

 [授業計画と内容]
1.イントロダクション
2.古俳諧概説
3.『俳諧類船集』概説
4.和装本の扱い方について
5.受講者による発表と討議（1）「抱」条
6.受講者による発表と討議（2）「頂」条
7.受講者による発表と討議（3）「板」条前半
8.受講者による発表と討議（4）「板」条後半
9.受講者による発表と討議（5）「乾」条
10.受講者による発表と討議（6）「痛」条
11.受講者による発表と討議（7）「いぬる」条
12.受講者による発表と討議（8）「入」条前半
13.受講者による発表と討議（9）「入」条後半
14.受講者による発表と討議（10）「出入」条
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15.受講者による発表と討議（11）「祝」条
16.受講者による発表と討議（12）「諫」条
17.受講者による発表と討議（13）「弥増」条
18.受講者による発表と討議（14）「飯」条
19.受講者による発表と討議（15）「五つ」条
20.受講者による発表と討議（16）「五日」条
21.受講者による発表と討議（17）「五十」条
22.受講者による発表と討議（18）「楼」条
23.受講者による発表と討議（19）「籠」条
24.受講者による発表と討議（20）「炉」条
25.受講者による発表と討議（21）「路地」条
26.受講者による発表と討議（22）「路次」条
27.受講者による発表と討議（23）「六道」条
28.受講者による発表と討議（24）「六親」条
29.受講者による発表と討議（25）「六斎」条・総括
30.フィードバック 

受講者の理解の度合いや発表の進行度によって予定を変更する場合がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加度（20%）、発表(40%)、年度末のレポート（40%）による。発表・レポートついては
到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配付する。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当者はもちろん、受講者全員が該当箇所を十分に予習し、自身の見解を持って授業に臨むこ
と。授業では版本・写本および文書類の写真を用いるため、くずし字読解への強い意欲が求められ
る。予習復習はもちろんのこと、不断に古典籍に親しむこと。『類船集』の注釈研究においては、
古俳諧をはじめとした和漢の古典文学作品はもとより、近世期の随筆類、歴史資料や図像資料、時
には民俗学・文化人類学など隣接諸学の成果をも参照することが求められる。専門分野にかかわら
ず、日頃から広い分野の読書を心がけること。 
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（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１

科目ナンバリング 　G-LET10 71340 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

講師 文学研究科 田中　草大
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  平安時代語の分析：語義の分類・記述

 [授業の概要・目的]
　本演習は、平安時代語の語義の分類・記述を通じて、日本語の史的研究の基本的な方法論を習得
することを目的とします。 
　ある語の語義・用法を分類するためには、その語の用例をなるべく多く収集する必要があります
が、用例の収集には複数の手段があり、それぞれに長所と短所があります。また、用例は全て等質
に扱って良いわけではなく、位相・文体上のバリエーションについて理解しておく必要があります。
各受講生の発表に先立って、これらのことについて講義形式で概説します。 
　なお、評価に際しては、調査・分類が適切に行われているかという点と共に、それらを適切にア
ウトプットできているか（口頭発表・レポートの形で）という点も重視します。このことの要点に
ついても演習中に説明します。自分の知識や経験を適切にアウトプットする能力は、日本語学研究
に限らず社会の幅広い局面において有用と考えられます。

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

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンス 
第2・3回：講義（平安時代語の語彙・文体） 
第4回：講義（発表準備の方法について） 
第5～7回：関連論文の講読
第8～29回：受講生による発表 
第30回：フィードバック（レポート講評等）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点及びレポートによる（各50％）。
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 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１２

科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　文学研究科　准教授 斎藤　理生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  1940年代の短篇小説

 [授業の概要・目的]
太宰治を中心に、1940年代に発表された短篇を精読する。

 [到達目標]
1940年代の短篇作品について理解を深めることはもちろん、近代小説の読解方法を身につけること
が目標である。具体的には、作品の読解を通じて、自分なりの論点を見つけ、明確な論拠を示して
論を展開できるようになると共に、議論を通じて自らの読みを対象化して捉えられるようになるこ
とを目指す。
  
 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクションとして、授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当作品と発表
順を決める。
第2回　中島敦『山月記』について複数の角度から検討し、討論する。
第3回　志賀直哉『灰色の月』について複数の角度から検討し、討論する。
第4回　坂口安吾『復員』について複数の角度から検討し、討論する。
第5回　太宰治『満願』について議論する。　
第6回　太宰治『畜犬談』について議論する。
第7回　太宰治『待つ』について議論する。　
第8回　なかじきり：ここまでの議論をまとめ、ふり返る。
第9回　太宰治『親友交歓』について議論する。
第10回 太宰治『フォスフォレッスセンス』について議論する。　
第11回 太宰治『I can speak』について議論する。
第12回 太宰治『葉桜と魔笛』について議論する。
第13回 太宰治『燈籠』について議論する。
第14回 太宰治『黄金風景』について議論する。
第15回　まとめ：太宰治を中心とした1940年代の短篇について討論する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内での発表・発言・課題提出などによる。授業内に発表できなかった受講生は、レポートによ
って評価する。発表・レポートは、到達目標の達成度に基づき評価する。

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。

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



文献文化学系１３

科目ナンバリング 　G-LET10 71341 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　文学研究科　准教授 斎藤　理生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  織田作之助の小説を読む

 [授業の概要・目的]
織田作之助の小説作品を精読する。 

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクションとして、授業の概要、基本的な作品分析の進め方を説明し、受講生の
発表担当作品と発表順を決める。
第2回　織田作之助の創作活動について講師が概説する。
第3回　「馬地獄」を講師が精読し、議論する。　
第4回　『それでも私は行く』を講師が精読し、議論する。
第5回　ここまでの内容について全員で討議する。
第6回　『俗臭』を担当者が精読し、内容について討論する。
第7回　『夫婦善哉』を担当者が精読し、内容について討論する。
第8回　『放浪』を担当者が精読し、内容について討論する。　
第9回　『雪の夜』を担当者が精読し、内容について討論する。　
第10回 ここまでの内容について全員で討議する。
第11回 『木の都』を担当者が精読し、内容について討論する。　
第12回 『蛍』を担当者が精読し、内容について討論する。　
第13回 『猿飛佐助』を担当者が精読し、内容について討論する。　　
第14回 『競馬』を担当者が精読し、内容について討論する。　
第15回　まとめ：織田作之助の創作活動全体について討論する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
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 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 

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



文献文化学系１４

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 永田　知之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍目録法

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 永田　知之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢籍分類法

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

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

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

 [履修要件]
特になし

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを主として、平常点（授業への関与など）を加味する。 
評価の6割はレポート、4割は平常点による。 
レポートの作成に当たっては、原典を参照するなど、積極的な姿勢が明らかなものに高い評価を与
える。

 [教科書]
プリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
清水茂 『中国目録学』（筑摩書房）ISBN:4480836055
井波陵一 『知の座標　中国目録学』（白帝社）ISBN:9784891746346
吉川幸次郎 『吉川幸次郎遺稿集　第1巻』（筑摩書房）ISBN:4480746412

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  駢文作品選読

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

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

 [授業計画と内容]
第1　駢文概説。
第2　鈴木虎雄『駢文史序説』及び駢文に対する研究
第3　駢文成立以前　漢代六朝散文
第4　『文選』散文作品選読（南朝・宋斉作品）
第5　梁朝駢文作品選読
第6　徐陵の作品
第7　「ゆ」信作品選読
第8　陳朝の作品選読
第9　北朝の散文作品選読１
第10 北朝の散文作品選読２
第11 初唐の散文作品１
第12　初唐の散文作品２
第13  初唐の散文作品（四傑とその周辺）
第14　初唐の散文作品（陳子昂・張説・張九齢）
第15　まとめ・駢文の完成

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。 

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

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

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 道坂　昭廣
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  駢文作品選読

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

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

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

 [履修要件]
中国古典文学について、基礎的な読解力が必要となる。

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。 

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

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

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業で指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 池田　巧
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中古音講義［I］

 [授業の概要・目的]
切韻系韻書に反映された隋代の字音を反映する中国語の中古音について概観し、研究史と音価復元
の方法について紹介する。

 [到達目標]
中国語の中古音研究がどのように行われてきたのか、主要な業績を紹介しながら研究の歴史を辿り、
韻書から推定しうる中期中国語の音韻体系を概観する。これまでの研究で何がどのように明らかに
されてきたのかについて学ぶとともに、あわせて中国語史の基本的な術語や文献資料についても理
解を深める。文献解読おいて、中国語史の知識が必要になる場面ですみやかに対応できるよう、よ
り専門的な工具書や研究書についても把握しておきたい。

 [授業計画と内容]
以下の計画に沿って講義を進めるが、参加者の理解状況とトピックによって、テーマごとの講義回
数あるいは順序に変更が生じる可能性がある。 
１．中国語音韻史の研究とは：授業の方針と計画について 
２．切韻と広韻 
３．切韻序と基礎音系 
４．切韻系韻書の体例
５．四声相配と韻の配列 
６．反切とは 
７．反切の分析 
８．反切系聯法 
９．等韻図とは 
10．転図の構成 
11．中古音の音類
12．転図の等位と声韻の配置 
13．音類による中古音の表記 
14．中古音を知る工具書
15．まとめと総括

 [履修要件]
特になし

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
李思敬 『音韻のはなし』（光生館）ISBN:4-332-87023-9
牛島徳次・香坂順一・藤堂明保 『中国文化叢書１　言語』（大修館書店）ISBN:4-469-13001-X

 [授業外学習（予習・復習）等]
参照すべき文献は多岐にわたるので、テーマに応じて授業時に指示する。指示に従って読んでおく
こと。

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



文献文化学系１９

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 池田　巧
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中古音講義［II］

 [授業の概要・目的]
切韻系韻書に反映された隋代の字音を反映する中国語の中古音について概観し、研究史と音価復元
の方法について紹介する。

 [到達目標]
中国語の中古音研究がどのように行われてきたのか、主要な業績を紹介しながら研究の歴史を辿り、
韻書から推定しうる中期中国語の音韻体系を概観する。これまでの研究で何がどのように明らかに
されてきたのかについて学ぶとともに、あわせて中国語史の基本的な術語や文献資料についても理
解を深める。文献解読おいて、中国語史の知識が必要になる場面ですみやかに対応できるよう、よ
り専門的な工具書や研究書についても把握しておきたい。

 [授業計画と内容]
以下の計画に沿って講義を進めるが、参加者の理解状況とトピックによって、テーマごとの講義回
数あるいは順序に変更が生じる可能性がある。 
１．中国語音韻史の研究とは：授業の方針と計画について 
２．中古音の音類と工具書 
３．音価推定の材料（１）方言資料 
４．音価推定の材料（２）外国借字音 
５．カールグレンの業績 
６．音価推定の実例 
７．推定音価 
８．重紐の問題 
９．等韻図とは 
10．転図の構成 
11．中古音の音類 
12．反切上字と類相関 
13．円唇軟口蓋音韻尾 
14．声調調値の復元 
15．まとめと総括

 [履修要件]
特になし

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

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
李思敬 『音韻のはなし』（光生館）ISBN:4-332-87023-9
牛島徳次・香坂順一・藤堂明保 『中国文化叢書１　言語』（大修館書店）ISBN:4-469-13001-X

 [授業外学習（予習・復習）等]
参照すべき文献は多岐にわたるので、テーマに応じて授業時に指示する。指示に従って読んでおく
こと。

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



文献文化学系２０

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  等韻学と17～20世紀中国の古音学

 [授業の概要・目的]
清代から民国初期の学術や詩学にとって、音韻研究は重要な意義をもっていた。この授業において
は、中国の伝統的音韻分析法である等韻学の知識を背景に、いわゆる古音学（古代語音韻の研究）
がどのように発達したかを学び、中国文献学の基礎を固める。

 [到達目標]
中古中国語に関する基礎知識にもとづき、
・いわゆる等韻学の体系を学び、中国の伝統的な音韻分析法の特質を理解する。
・等韻学が、17～20世紀にかけて、中国の古代言語研究にどのように寄与したかを理解する。
・清代の言語研究が、20世紀の国民国家において形成された「国語」にどう影響したかを理解する。

 [授業計画と内容]
第1回：全体の方針の説明
第2～3回：等韻図の構造
第4回：清代までの古音研究
第5回：顧炎武の古音研究
第6～7回：江永の等韻学と古音研究
第8～9回：戴震の等韻学と古音研究
第10回：段玉裁と王念孫の古音研究
第11回：孔広森と江有誥の古音研究
第12回：章炳麟の古音研究
第13回：注音字母と国語運動
第14回：Bernhard Karlgrenの古音研究
第15回：まとめ

 [履修要件]
系共通講義「中国語学概説」程度の中国語学の常識を学んでいること。現代中国語について知識を
持っていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60％及び最終レポート40％（日本語8000字程度）。平常点には、課題にもとづいて毎回提出
を求めるレポート(日本語1200～1600字程度×13回)の完成度、理解を問う小テストに対する評価を
含む。

 [教科書]
授業中に指示する

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
平山久雄 『中古漢語の音韻』（『中国文化叢書①言語』大修館書店に含む。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に与えられた課題にもとづいて、毎週充分時間をかけて作業をおこない、結果をレポートで
報告する必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
途中で休むと、あとの理解が困難になる可能性がある。毎回の課題達成にきちんと取り組むこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１

科目ナンバリング 　G-LET11 61431 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 松浦　恆雄
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  中華文藝の二〇世紀・二一世紀

 [授業の概要・目的]
　本講義の目的は、二〇世紀から二一世紀にかけて中華圏に生成した文芸の全体像を概略把握する
ことにある。既存の文学史を前提とするが、より重要なのは、それぞれのテキストに反映された多
様な要素を吟味することである。
　大陸、台湾を中心とした中華圏において、詩・小説・演劇など多様なジャンルの作家・作品を取
り上げる予定である。
　

 [到達目標]
　中華圏の文芸は、それが生産された時代、地域、また生産者の国籍、階層などの違いによって、
前提となる事実関係が異なる。これらに正確に対応しながら、文芸作品をより深く鑑賞することの
できる能力を養う。

 [授業計画と内容]
本講義は、以下のような計画により実施される。ただし、授業の進度などにより、適宜、内容の補
充・改正・変更を行うことがある。
第１回：中華文藝の二〇世紀・二一世紀――ガイダンス。
第２回：（「やまいだれ」の中に「亞」）弦「ハレルヤ！　僕はまだ生きている」（「深淵」）―
―戦後台湾でシュルレアリストであること――
第３回：洛夫「孤独な魚の卵の塩漬けが日の出のあとの受精に憧れている」（「漂木」）――外省
人・禅詩人の二一世紀――
第４回：穆旦「残された英霊が樹幹に溶け込み殖え続けている」（「森林之魅」）――膨大な戦死
者と共に生きる覚悟――
第５回：魯迅「死んだ焔よ、とうとうおまえをつかまえたぞ」（「死火」）――旧文人と中華モダ
ニストの狭間で――
第６回：中華文藝日本語詩の諸相（風車詩社、台湾万葉集など）。
第７回：廃名「“桃畑の向こう側に行ってみようよ”“向こう側も同じじゃないかしら”林少年は
その言葉がいたく気に入った」（「橋」）――中華モダニストの不安と平安――
第８回：余華「俺の火葬が九時半に予約してあるからすぐに来いっていう通知だ」（「七日間」）
――この世にもあの世にも居場所のない人のために――
第９回：汪曾祺「寺の小僧の明海は田んぼに残る彼女の足形に目が吸い寄せられ、うつけたように
なった」（「受戒」）――中華モダニストの建国・文革後――
第10回：日本語小説と馬華文学。
第11回：頼声川「だだっ広い上海でめぐり会えたのに、全く……猫の額みたいな台北でこのザマだ
なんて」（「暗恋桃花源」）――泣き笑い人間喜劇の第一人者――
第12回：喩栄軍「〔飛びすさり、声を荒らげ〕“やめてよ。嘘でしょ。あり得ないわ。すぐにチャ

中国語学中国文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(特殊講義)(2)

イムが鳴って、その人が現れたら……”」（「www.com」）――孤独な白領階級（ホワイトカラー）
の代弁者――
第13回：王安祈「じゃあ舞台と実生活を分けられる人っているんですか。なぜ分けるんですか。分
けてしまって、芝居ができるんですか」（「百年戯楼」）――現代演劇としての京劇――
第14回：アイ・ウェイウェイ（艾未未）「アルパカが中央を隠す(草泥馬（「手へん」に「當」）
中央)！」――行動しかアートにならないときに――
第15回：詩、小説、演劇、モダンアートの補足・まとめ・映像紹介など。

 [履修要件]
中国語ができることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（３割程度）とレポート（７割程度）による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　

 [授業外学習（予習・復習）等]
　以下の文学史を適宜参照しながら、作家・作品の基本的な情況を確認すること。
・藤井省三『中国語圏文学史』東京大学出版社、2011。
・銭理群・温儒敏『中国現代文学三十年（修訂本）』北京大学出版社、2016。
・陳思和編『中国当代文学史教程（第二版）』復旦大学出版社、2008。
・陳芳明著下村作次郎ほか訳『台湾新文学史（上・下）』東方書店、2015。
・中島利郎・河原功・下村作次郎編『台湾近現代文学史』研文出版、2014年。

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



文献文化学系２２

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  近代中国の文学論（第5期）

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

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を参考にしつつ、王国維・劉師培の著し
た文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

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

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

 [教科書]
舒蕪等編選 『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。

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



文献文化学系２３

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  近代中国の文学論（第６期） 

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

 [到達目標]
晩清から中華民国初期に古典中国語で書かれた原典を正確に読解し、日本語に移し替える能力を獲
得すること。複数の資料を対照させて、当時の中国文学・中国語に関する観念を再構成すること。

 [授業計画と内容]
授授業では、舒蕪等編選『近代文論選』（人民文学出版社）を主として利用し、王国維・劉師培の
著した文学論について、毎回担当者を決めて日本語訳注・解説の作成をすすめる。
第１回：全体的解説
第２回～第１４回：訳注の作成、検討作業

 [履修要件]
中国語（古典・現代）についての一定水準以上の学力、中国古典文学についての知識と関心を有す
ること。
前期の「近代中国の文学論　第５期｝と継続して履修することが望ましい。

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

 [教科書]
舒蕪等編選 『近代文論選』（人民文学出版社）（1959年初版）

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、直接の担当者以外でも、毎回の課題を各自で読み解いた上で授業にのぞむこと。

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



文献文化学系２４

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  話本及び戯曲選読

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

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

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも十分予習をし、積極的に討論に参加すること。
１．ガイダンス、資料説明
２．時代背景説明、分担確認
３．『月明和尚度柳翠雑劇』の読解：これまでの復習
４．『月明和尚度柳翠雑劇』第1折7葉裏～
５．『月明和尚度柳翠雑劇』引き続き第1折
６．『月明和尚度柳翠雑劇』第1折終わりまで
７．『月明和尚度柳翠雑劇』第1折に関するディスカッション
８，『月明和尚度柳翠雑劇』第2折1葉～
９～１４．『月明和尚度柳翠雑劇』第2折読解
１５『月明和尚度柳翠雑劇』第2折に関するディスカッション

 [履修要件]
特になし

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

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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



文献文化学系２５

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  話本及び戯曲選読

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

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

 [授業計画と内容]
担当者により訳注を準備して、受講者全員で内容を討議しながら読解を進める。
※受講者は，自己の担当部分以外にも積極的に討論に参加すること。
１．前期の内容について討論
２．『月明和尚度柳翠雑劇』第3折1葉から読解を開始
３～１４．『月明和尚度柳翠雑劇』第3折を読了する。
１５．『月明和尚度柳翠雑劇』各版本間の異同から見られる問題点について議論する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

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



文献文化学系２６

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

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

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

 [授業計画と内容]
『山谷詩集注』（内集）巻六「常父恵示丁卯雪十四韻謹同韻賦之」から読み進める。任淵の注や漢
文抄『帳中香』などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをも
とに受講者全員で討論してゆく。
第1回　イントロダクション
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読
『山谷詩集注』巻六から毎回１首程度のペースで読み進め、作品の解釈・背景について討論する。
第15回　まとめ
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館ほか）

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

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２７

科目ナンバリング 　G-LET11 7M123 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  山谷詩選読

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

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

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、『山谷詩集注』（内集）巻十二「竹枝詞二首」から読み進める。任淵の注や漢
文抄『帳中香』などを参考にしながら、担当者に詳細な校勘記・訳注を準備してもらい、それをも
とに受講者全員で討論してゆく。 
第1回　イントロダクション 
黄庭堅および黄庭堅集についての概説。参考文献などを紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法
を周知する。 
第2回～第14回　黄庭堅詩の精読 
『山谷詩集注』巻十二を毎回１首のペースで読み進め、作品の解釈・背景について討論する。 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、黄庭堅研究の現状と課題についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
 『山谷詩集注』（藝文印書館）

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

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

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



文献文化学系２８

科目ナンバリング 　G-LET12 61530 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国絵画理論研究

 [授業の概要・目的]
中国絵画の歴史を通覧しつつ、各時代に特徴的な絵画理論を検討しながら、その理論が中国哲学史
上に持つ意味を考えていく。

 [到達目標]
中国絵画史と中国絵画理論に関する通時的な概要を把握できる。また、一般に中国哲学の文献とは
見なされない文献が、どのように研究すれば中国哲学史にとって意味を持つものになるのかについ
て考えるきっかけを与えられる。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション
２．気とはなにか
３．形とはなにか
４．絵画の起源
５．漢代の絵画（１）
６．漢代の絵画（２）
７．六朝の絵画（１）
８．六朝の絵画（２）
９．六朝の絵画論
10.  隋唐の絵画（１）
11.  隋唐の絵画（２）
12.　唐の絵画論（１）
13.  唐の絵画論（２）
14.　五代北宋の絵画（１）
15.　五代北宋の絵画（２）
16.　五代北宋の絵画論（１）
17.　五代北宋の絵画論（２）
18.  五代北宋の絵画論（３）
19.  南宋の絵画（１）
20.　南宋の絵画（２）
21.  元代の絵画（１）
22.　元代の絵画（２）
23.  南宋から元代の絵画論
24.  明代の絵画（１）
25.  明代の絵画（２）
26.  明代の絵画論
27.  清代の絵画（１）
28.  清代の絵画（２）
29.  清代の絵画論

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

30.  フィードバック（詳細は授業時に説明します）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。

 [教科書]
使用しない
適宜資料、図版をコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業時に適宜指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
できるかぎり中国絵画に関する展覧会などに足を運んでください。

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



文献文化学系２９

科目ナンバリング 　G-LET12 61530 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 池田　恭哉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国家訓研究（２）

 [授業の概要・目的]
　中国には数多くの「某某家訓」と銘打たれた文章があるし、また後世の者に遺した言葉も多く伝
わる。だがそれらに共通する特質は何なのかということは、なお明らかにされていない部分が多い。
 
　平成30年度の特殊講義では、唐・欧陽詢撰『芸文類聚』巻２３・鑑誡に収められる文章の中から、
明確に子や家に伝えようと著されたものを読むことで、それらの文章が鑑誡の名の下にまとめられ
ていることをヒントに、家訓の淵源や特質について探究してきた。今年度はその内容を踏まえつつ、
前年度は読み得なかった南北朝時代にまで文章の対象を広げ、家訓が歴代どのような体裁、内容の
ものとして認識されてきたのかをさらに考察する。  

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

 [授業計画と内容]
　原則として講義形式で進めるが、出席者にも適宜テキストを読解してもらう場面を設ける。また
以下[　]に括ったのは、『芸文類聚』巻23・鑑誡には収められないものの、家訓として必読と思わ
れる文章である。 
　なお講義のテーマとしては、前年度からの続きとなるが、最初の数回でその復習を兼ねつつ新知
見も交えた内容を講義するので、今年度からの参加も問題ない。また読解する文章は、当然ながら
前年度と重複しない。 
１ 家訓に関する研究状況（その大枠・日本編） 
２ 家訓に関する研究状況（その大枠・海外編） 
３ 家訓に関する研究状況（個別の家訓・日本編） 
４ 家訓に関する研究状況（個別の家訓・海外編） 
５・６ ケイ康・家誡 
７・８ 姚信・誡子 
９・10 諸葛亮・誡子 
11・12 羊〈示古〉・誡子書 
13・14 陶潜・誡子書 
15・16 [陶潜・与子儼等疏] 
17・18 顔延之・庭誥 
19・20 顔延之・庭誥（その先行研究） 
21・22 徐勉・与大息山松書 
23・24 徐勉・与大息山松書（その先行研究） 
25・26 [王僧虔・誡子書] 
27・28 [王僧虔・誡子書]（その先行研究） 
29・30 [顔之推・顔氏家訓] 
※フィードバックの方法は授業時に指示する。

中国哲学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
教員作成のプリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系３０

科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 橋本　秀美
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  漢唐経学資料の読解

 [授業の概要・目的]
　漢代から唐代の経学文献は、宋代以降とは異なる点が多く、現代の我々が直接理解しようとして
もなかなか難しいが、努力すれば理解できることも多い。読書の楽しみは、やはり未知の体験をす
ることに在り、これらの資料はそのような体験を我々に豊富に提供してくれる。
　個人的経験例を通して、そのような読書の楽しみをお伝えしたい。
　

 [到達目標]
　講師の経験を通じて、読書のヒントを得てもらう。そのまま応用してもらえる知識や技術も無い
ではないが、それ以上に、自ら自分なりの知識や技術を獲得・蓄積していくことが出来るキッカケ
を得てもらいたい。

 [授業計画と内容]
第1回　文献学の基本的考え方
第2回　文献伝承の基本状況
第3回　宋版の基本状況
第4回　経注疏の宋元版
第5回　中国語と日本語の違い
第6回　鄭注三礼
第7回　鄭注論語
第8回　鄭注の論理
第9回　皇侃
第10回　劉炫
第11回　孔穎達
第12回　テクストの全体構造と分断化
第13回　孝経孔伝・述議・御注
第14回　趙匡たち
第15回　清学　　フィードバック。その方法については授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　履修人数が十分少なければ平常点による。履修人数が多い場合はレポートを課す。

 [教科書]
特に定まったテキストは使用せず、教室でプリントを配布する。

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
喬秀岩・葉純芳 『学術史読書記』（三聯書店）
喬秀岩・葉純芳 『文献学読書記』（三聯書店）
　

 [授業外学習（予習・復習）等]
できるだけ長い時間注疏に触れてみる。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３１

科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 武田　時昌
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国の思想と科学（上）

 [授業の概要・目的]
　人文学はいま岐路に立たされている。存在とは何か、世界がなぜむしろ実在するか、不可知であ
ることを前提にして至遠の理を洞察せよとはどういうことなのか。ゲノム解読によって示された生
命観、歴史観は、過去の哲学的命題をちゃらにし、人類の文明史観、文化認識はちっぽけな自己満
足にすぎないことを言い立てている。世界の永遠とは落陽の女神とともに海の彼方に沈む運命にあ
り、旅だった愛すべき詩人は二度と詩歌を口ずさんでくれない。
　再生医療や不妊療法が難病克服を旗頭にして生命操作の危険を冒しはじめた現今、先端技術の暴
走族をどんな倫理規範で取り締まれればいいだろうか。論じえないことに沈黙せねばならないとし
ても、語りえないことを語り続ける価値はある。では、パラダイムシフトの旗手となる未来の若者
にいったい何を語り継ぎ、世界の記憶とすればいいのか。
　現代人は多忙で苦悩に満ちた日常に立ち尽くしている。高度な科学技術がもたらした長寿社会や
ネット世界は、前近代社会と比較してどれほどの幸福感や安堵感を増進させたというのか。「いか
に生きるべきか、どのように生き長らえ、死を迎えるのか」、そんな問いかけに模範解答すら提示
できないでいる。科学的、実証的であろうとする人文学は、生きる知恵というサイエンスの原義に
回帰すべきである。
　そのような視座に立って、東アジアの伝統科学文化を振り返れば、天地自然と人倫社会の相互作
用をアナロジーにして、社会のあり方、人間の生き方をユニークな思索を巡らしている。自分らし
く生きること、考えることを追究するうえで、有益なアイデアをそこにいくつも見出すことができ
る。そこで、本授業では、老子と易の自然哲学を思想源とし、漢代の思想革命を経て醸成した中国
的パラダイムに構造的把握を試み、その特質や可能性、限界性を探る。
　なお、前期は古代（先秦から漢まで）、後期は中世から20世紀までを議論する。

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

 [授業計画と内容]
１.生きる知恵とは何か：サイエンス原論
２.伏羲と女#23207の幻方と数碼：中国文明の起源
３.暗闇は無く、無知があるのみ：老子と孔子のシュールな笑い
４.一から水への化身：万物生成論の時空ドライバー
５.孤立無援の方位学：天円地方の世界観
６.アメとムチのダイナミックス：刑徳二元論の構図
７.地母神の死兆星と君主の名前：先秦の惑星観と災異説
８.始皇帝スキャンダルなんかぶっ飛ばせ：秦王朝文明開化論
９.時の漂流者はWorld-Lineに居るよ：未決想定の中国的不可知論
10.馬々虎々の万元戸：『淮南子』の中国的処世観
11.復讐と天災のストラテジー：春秋公羊学のゲーム理論

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

12.朋友よ、蒼天を見よ：前漢末救世主伝説
13.灸から鍼へのパラダイムシフト：漢代医学革命の構造
14.とある儒学の禁書目録：緯書の天文暦数と易姓革命
15.金声玉振の集大成：孟子から王充・鄭玄への自然学の系譜

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（自主レポート歓迎）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

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



文献文化学系３２

科目ナンバリング 　G-LET12 61531 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 武田　時昌
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国の思想と科学（下）

 [授業の概要・目的]
　人文学はいま岐路に立たされている。存在とは何か、世界がなぜむしろ実在するか、不可知であ
ることを前提にして至遠の理を洞察せよとはどういうことなのか。ゲノム解読によって示された生
命観、歴史観は、過去の哲学的命題をちゃらにし、人類の文明史観、文化認識はちっぽけな自己満
足にすぎないことを言い立てている。世界の永遠とは落陽の女神とともに海の彼方に沈む運命にあ
り、旅だった愛すべき詩人は二度と詩歌を口ずさんでくれない。
　再生医療や不妊療法が難病克服を旗頭にして生命操作の危険を冒しはじめた現今、先端技術の暴
走族をどんな倫理規範で取り締まれればいいだろうか。論じえないことに沈黙せねばならないとし
ても、語りえないことを語り続ける価値はある。では、パラダイムシフトの旗手となる未来の若者
にいったい何を語り継ぎ、世界の記憶とすればいいのか。
　現代人は多忙で苦悩に満ちた日常に立ち尽くしている。高度な科学技術がもたらした長寿社会や
ネット世界は、前近代社会と比較してどれほどの幸福感や安堵感を増進させたというのか。「いか
に生きるべきか、どのように生き長らえ、死を迎えるのか」、そんな問いかけに模範解答すら提示
できないでいる。科学的、実証的であろうとする人文学は、生きる知恵というサイエンスの原義に
回帰すべきである。
　そのような視座に立って、東アジアの伝統科学文化を振り返れば、天地自然と人倫社会の相互作
用をアナロジーにして、社会のあり方、人間の生き方をユニークな思索を巡らしている。自分らし
く生きること、考えることを追究するうえで、有益なアイデアをそこにいくつも見出すことができ
る。そこで、本授業では、老子と易の自然哲学を思想源とし、漢代の思想革命を経て醸成した中国
的パラダイムに構造的把握を試み、その特質や可能性、限界性を探る。
　なお、前期は古代（先秦から漢まで）、後期は中世から20世紀までを議論する。

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

 [授業計画と内容]
１.一にして多、多にして一の多次元俗流空間：子部書の雑木林
２.百六陽九災厄的死亡筆記本：終末論の中世的展開
３.三善清行の革命勘文と長寿者の食卓：終末論の日本的展開
４.幻の六番扉の向こうに七色の虹が出ています：中世社会色彩文化論
５.ヒナまつり、雪まつりの念動力：年中行事のサイエンス
６.網路妹妹們の語る身体：仙界ユートピアの不死幻想
７.血と骨のフォークロア：孟姜女伝説の思想史的考察
８.宋儒が発見した聖図の想像力：象数易の新展開
９.ささやく魔術のレベル７：近世万能薬の文化史
10.黒服ライダーはいかにして都市伝説となったのか：日用類書の科学啓蒙
11.ほら吹きピットの空島漂流記：東と西の科学の出会い

中国哲学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(特殊講義)(2)

12.自鳴鐘は文明開化の音がする：東アジア四大発明新論
13.君は希望の目録に何を記憶させるのか：中国非物質文化論
14.宇宙博士のターニングイースト：東アジア伝統科学の復権
15.君の一声でとうとう発進です：東洋思想の終着駅

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（自主レポート歓迎）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
フィードバックの方法については、授業時に指示する。

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



文献文化学系３３

科目ナンバリング 　G-LET12 71540 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  国朝文録精読

 [授業の概要・目的]
古典文献の講読を通して、漢文読解力を養うと共に、中国文化への理解を深める。そのために『国
朝文録』を精読する。授業は、各文章毎に、学生諸氏に訳注を準備してもらい、授業時に参加者全
員で内容等について議論検討する、という形式を取る。出典に確実に当たることを重視し、本文の
文章や語句などすべての典拠、用例について、もとの書物（紙で出来た書物）を調べる作業を重視
する。今年は巻八の論の部分を読む。

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

 [授業計画と内容]
１.授業の概要、授業の進め方、訳注の作り方などのガイダンス
２.正統論
３.賈似道公田論
４.責善論
５.王猛論
６.防海
７.訛言
８.司馬温公傳論
９.公孫弘論
10.五宗論
11.承重論
12.治論
13.原教
14.原命
15.伊尹論
16.宋論
17.遠慮論四首
18.曾参論
19.道不拾遺説
20.封建郡県利害論二首
21.論陥賊官以六等定罪
22.論国君死社稷
23.権論
24.戦論
25.八陳論
26.(まだれに龍)涓論

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

27.趙勝論
28.李広論
29.趙充國論
30.フィードバック（詳細は授業時に説明する）

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業時に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
綿密な下調べが必要です。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３４

科目ナンバリング 　G-LET12 71540 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 池田　恭哉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  孫志祖『読書〈月坐〉録』  

 [授業の概要・目的]
清・孫志祖『読書〈月坐〉録』を読む。孫志祖が関心を持ったテーマに対し、様々な角度から考察
した過程を、『読書〈月坐〉録』を精読することで追体験してもらう。多彩なテーマの考証を読む
ことは、古典読解能力を高めるとともに、その考証の手法を学ぶことをも可能にするであろう。話
題は経学を中心としつつ、中国の多様な時代、分野に及ぶので、様々な専攻の学生の出席を望む。 
 

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

 [授業計画と内容]
毎回の担当者を決め、訳注稿を作成してきてもらい、それについて出席者全員で討議する形式をと
る。なお前年度の続きから読解することになるが、各回が内容として連続するわけではないので、
今年度からの出席はもちろん問題ない。 
１ ガイダンス 
２ 洪範無錯簡 
３ 日蒙日駅 
４ 康誥四十八字 
５ 〈非木〉字 
６ 迪惟・恵鮮 
７ 霍叔 
８ 三朝・荒度 
９ 斉詩 
10 毛詩置弟子 
11 毛伝非毛萇 
12 維参与昴 
13 韓詩外伝引衛女詩 
14 流離 
15 釈文誤入注 
16 蠶月条桑 
17 十月之交 
18 杼柚・行葦（１） 
19 行葦（２）・彼徂矣 
20 亦服爾耕 
21 以字為諡（１） 
22 以字為諡（２） 
23 城小穀 
24 王族 

中国哲学史(演習) (2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習) (2)

25 生而賜諡 
26 封父 
27 太宰<喜＋否>
28 孔子生 
29 公羊経衍文 
30 公羊伝脱文 
※フィードバックの方法は授業時に説明する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系３５

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 古勝　隆一
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『荘子』郭象注を読む

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

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

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

 [授業計画と内容]
『荘子』郭象注の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～１０回　斉物論篇「南郭子其隠几而坐」章
・第１１回～１２回　同篇「夫道未始有封」章　
・第１３回～１４回　同篇「齧缺問乎王倪」章
・第１５回　フィードバック（詳細は授業時に指示する）

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

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

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
月曜4限をオフィス・アワーにあてる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３６

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 古勝　隆一
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『荘子』郭象注を読む

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

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

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

 [授業計画と内容]
『荘子』郭象注の訳注稿を作成する。
・第１回　ガイダンス
・第２回～１２回　斉物論篇「瞿鵲子問乎長梧子」章 
・第１３回　　同篇「罔兩問景」章 
・第１４回　同篇「昔者莊周夢為胡蝶」章
・第１５回　フィードバック（詳細は授業時に指示する）

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

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

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
必要なテクストは教室にて配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
月曜4限をオフィス・アワーにあてる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系３７

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都府立大学　文学部　教授 中　純夫
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
漢文読解力、出典調査能力、論理的思考力などを総合的に評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系３８

科目ナンバリング 　G-LET12 71541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都府立大学　文学部　教授 中　純夫
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『朱子言論同異攷』講読（前年度から継続）

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　漢文読解力、出典調査能力、論理的思考力などを総合的に評価する

 [教科書]
使用しない

中国哲学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系３９

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 横地　優子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  カーヴィヤ研究

 [授業の概要・目的]
９世紀にカシュミールでシヴァシュヴァーミンŚivasvaminによって著された『Kapphinabhyudaya（
カッピナ王の興隆）』は、成熟期のマハーカーヴィヤの代表作であるマーガ作『Śiśupalavadha（シ
シュパーラの殺害）』（6世紀）を模範として作られていると思われる。また同じカシュミールで
著されたラトナーカラ作『Haravijaya（ハラの勝利）』（9世紀）やマンカカ作『Śrikanthacarita（シ
ュリーカンタの勲功）』（12世紀）との影響関係も見いだせる。こうした影響関係は、特に季節、
日没、月の出、宴会、水遊び、日の出など、物語の筋と無関係にマハーカーヴィヤに含まれるべき
とされる主題を扱う章において著しい。この授業ではまずこれらの作品の構成上の類似を示したう
えで、『Kapphinabhyudaya』から上記の主題を扱う章の一つをとりあげ、他作品と類似する表現や
比喩、発想を検討する。それによって、インドの詩の伝統の中で、伝統の踏襲と独創性が相互にど
のように機能していたのかを考察したい。

 [到達目標]
成熟期の、技巧をこらしたサンスクリット詩を読解する力が身につく。またインドにおける文学の
伝統が実際にどのように機能していたのかを学ぶことができる。

 [授業計画と内容]
第1～2回　Kapphinabhyudayaと他の3作品の概説、作品間の構成比較
第3～14回　Kapphinabhyudaya第7章または第9～15章から一つの章をとりあげ、講読しながら、他の
3作品の対応する章における類似する表現、比喩、技法、発想などを検討していく。
第15回　総括

 [履修要件]
中級以上のサンスクリット読解能力

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点により評価する。

 [教科書]
授業中に扱うテキストの章については、最初の授業の際に資料をアップロードしたリンクを指示す
る。主たるテキストは、Michael Hahn (compiled by Yusho Wakahara), Kapphinabhyudaya or King 
Kapphina's Triumph: A ninth century Kashmiri Buddhist Poem. Institute of Buddhist Cultural Studies, 
Ryukoku University, Kyoto, 2007. (978-4-8318-7281-4 C3015)。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱う作品はいずれもレヴェルの高いカーヴィヤであり『Śiśupalavadha』以外は現代語訳が存
在しなので、予習に十分な時間が必要となる。

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



文献文化学系４０

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Manameyodaya and Tarkasamgraha  

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

 [到達目標]
Students will learn how to read and study the epistemological sections of Manameyodaya of Narayana and 
theTarkasamgraha of Annambhatta. The aim is to enable students to understand the fundamental principles of 
sastric debate. This will serve as a basic introduction to the methodology of the new style of philosophy that 
came to dominate all fields of enquiry. Students will read passages explaining, in simple and clear style, some 
of the major tenets of the newly Mimamsa and Nyaya-Vaisesika systems and see how they relate to earlier 
ideas and later developments. 

 [授業計画と内容]
Week 1: Introduction. 
Week 2: Prama, Pramana, Prameya and Pramatr. What are the major categories of discourse? 
Week 3: Perception (pratyaksa), intrinsic and extrinsic validity. 
Week 4: Testimony (sabda) 
Week 5: Analogy (upamana) and its object 
Week 6: Presumption (arthapatti) 
Week 7: Negation 
Week 8: Objects of veridical knowledge 
Week 9: Substance 
Week 10: Genus 
Week 11: Quality 
Week 12: Action 
Week 13: Non-existence 
Week 14: Yogic perception 
Week 15: Concluding discussion.

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit.

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

（その他（オフィスアワー等））
To be determined.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４１

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目 Simple "saastra-literature: the Kaarakacakra by Purushottamadeva and related works

 [授業の概要・目的]
In this course, we will read and analyze the Karakacakra attributed to Purushottama (fl. ca. 12th century AD), 
an influential Buddhist grammarian and polymath from Bengal. Despite the text's title, it deals primarily with 
the meanings of nominal endings - that is, “declension triplets” (vibhaktis) - and discusses the actual 
kaarakas only in connection to them.

Although the description of the topic may sound very technical, Purushottama's treatment is almost entirely 
free from specialized discussions pertaining to the interpretation of the actual rules of the Astadhyayi. 
Accordingly, Karakacakra can be rather situated within the domain of “philosophy of language” (with an 
often distinct Buddhist undertone), a field that is largely believed to have been neglected by Sanskritic 
scholarship during the long period between Bhartrhari (fl. ca 5th cent.) and Kaundabhatta (ca. 17th cent.).

 [到達目標]
― to develop skills in reading, understanding and translating "saastric literature in Sanskrit
― to develop and deepen an understanding of Paninian notion of kaaraka-s and various related subjects

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) on the subject of kaaraka-, during the remaining weeks 2 to 15, we will
read, translate and analyze the Karakacakra by Purushottama.

 [履修要件]
This course is primarily directed at students starting from the third year of Sanskrit and above.
No knowledge of the Paninian system of grammar is necessary.
Classes will be held in English.

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

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

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



文献文化学系４２

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 藤井　正人
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヴェーダ祭式文献研究

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

 

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

 [授業計画と内容]
第1回　ヴェーダ祭式と王即位式について概説する。
第2回～第15回　ブラーフマナとシュラウタ・スートラの関係個所から重要な部分を選んで精読し、
内容を検討する。

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

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



文献文化学系４３

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 藤井　正人
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  最初期ウパニシャッド研究

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

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

 [授業計画と内容]
第1回 『ジャイミニーヤ・ウパニシャッド・ブラーフマナ』(JUB) 概観
第2回  JUB精読 1.28-30: サーマンによる上昇と太陽への解放（１）
第3回  JUB精読 1.28-30: サーマンによる上昇と太陽への解放（２）
第4回  JUB精読 3.8-10:  人間の三度の生死（１）
第5回  JUB精読 3.8-10:  人間の三度の生死（２）
第6回  JUB精読 3.11-15: 歌詞のないサーマンによる天界への死後の上昇（１）
第7回  JUB精読 3.11-15: 歌詞のないサーマンによる天界への死後の上昇（２）
第8回  JUB精読 3.20-27: 死後の身体諸要素の回収（身体の再形成）（１）
第9回  JUB精読 3.20-27: 死後の身体諸要素の回収（身体の再形成）（２）
第10回 JUB精読 3.20-27: 死後の身体諸要素の回収（身体の再形成）（３）
第11回 JUB精読 3.28:    地上への再生
第12回 JUB精読 3.29-30: 身体のない死んだ叔父に出会う話
第13回 JUB精読 3.38-42: 歌詞のないサーマンと不死（１）
第14回 JUB精読 3.38-42: 歌詞のないサーマンと不死（２）
第15回 総括：JUB のヴェーダ文献史における位置付け

 [履修要件]
サンスクリット基礎文法の既習者  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
教材を授業時に配布する。

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習を必要とする。

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



文献文化学系４４

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都先端科学大学　
経済経営学部 教授 山下　勤
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド伝統医学文献概説 (A Survey of Traditional Medical Literature in India)

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

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

 [授業計画と内容]
第１回～第２回　インド医学史とサンスクリット医学文献についての概要説明 
(1st and 2nd: Introduction)
第３回～第４回　インド伝統医学の医学理論とその歴史的発展過程について 
(3rd and 4th: Medical theories in traditional Indian medicine and its historical developments)
第５回～第６回　医学文献講読『チャラカ・サンヒター』第３編の一部
(5th and 6th: Reading the Sanskrit medical text, CarakasaMhitaa, III)
第７回～第８回　医学文献講読『チャラカ・サンヒター』第４編の一部
(7th and 8th: Reading the Sanskrit medical text, CarakasaMhitaa, IV)
第９回～第１０回　医学文献講読『アシュターンガ・サングラハ』第１編の一部
(9th and 10th: Reading the Sanskrit medical text, ASTaaGgasaGgraha, I)
第１１回～第１２回　医学文献講読『アシュターンガ・サングラハ』第２編の一部
(11th and 12th: Reading the Sanskrit medical text, ASTaaGgasaGgraha, II)
第１３回～第１４回　その他のインド医学文献について
(13th and 14th: On the other Sanskrit medical texts)
第１５回　フィードバックと総括
(15th: Feedback and general overview)

インド古典学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(特殊講義)(2)

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

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系４５

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 井田　克征
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中世バクティ文学研究

 [授業の概要・目的]
神への熱心な帰依（バクティ）により救済を目指すバクティの宗教は、12世紀以降には北インドの
民衆の間で大きな発展を見せる。そこでは人々が帰依する神や、その化身たる聖者たちへの賛歌と、
奇跡に満ちた彼らの行状記などが新期インド語によって精力的に生産された。この授業では、古マ
ラーティー語で書かれたバクティ文献のいくつかを概観して、そこに残された当時の村落社会の日
常生活の様子や、そこに生きる人びとの信仰のありようなどを学んでいく。
授業は原典の英訳を使って進められるので、インド諸言語の知識は必ずしも必要ではない。特に必
要な予備知識も無いので、南アジアの宗教・文化に興味を持つ学生には気軽に参加して欲しい。

 [到達目標]
古典期のサンスクリット文献が描く宗教世界と、現代インドに見られるヒンドゥー社会との中間に
位置し、両者を架橋する中世バクティ文学を学ぶことで、古典から現代への連続性を理解するとと
もに、文献に対しても現実のインド社会に対しても、その豊かな含みを視野に入れることが可能と
なる。

 [授業計画と内容]
第1回：バクティについての概説
第2回～第4回：『スートラパート』の検討
第5回～第8回：『スムリティ・スタル』の検討
第9回～第11回：『エークナーティー・バーグヴァト』の検討
第12回～第14回：『バクト・ヴィジャヤ』の検討
第15回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートおよび平常点

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は原典の英訳資料にもとづいて進められるので、配付された資料を予習しておく。

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



文献文化学系４６

科目ナンバリング 　G-LET13 61633 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

オックスフォード大学 All　　
Souls College 教授 ACHARYA，Diwakar Nat
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  The true self is the underlying fourth: Readings on Gaudapada’s Agamashastra

 [授業の概要・目的]
The Agamashastra of Gaudapada (early 6th century or before) is a seminal work on Vedanta. He stood for the 
school of Vedanta before Shankara, Mandana, and Bhaskara. During this intensive course, we will read and 
discuss the first two chapters of Gaudapada's text. In the first chapter known as Agamaprakarana, he names 
and analyses four states of the self on the basis of Upanishadic teachings, identifies the fourth as the 
foundational and real, and shows how one could attain it by way of pacification of mind through meditation. 
In the second chapter known as Vaitathyaprakarana, he presents arguments to prove the unreality of the world.
 

 [到達目標]
Students will learn from this course the tenets of the early Advaita Vedanta philosophy of Gaudapada and be 
informed about its affinity to Buddhist tenets and ways of reasoning.

 [授業計画と内容]
Classes 1-3: Reading session and discussions on Agamashastra I.1-18.
Classes 4-6: Reading session and discussions on Agamashastra I.19-29.
Classes 7-9: Reading session and discussions on Agamashastra II.1-15.
Classes 10-12: Reading session and discussions on Agamashastra II.16-30.
Classes 13-15: Reading session and discussions on Agamashastra II.31-38.

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

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

 [教科書]
Bhattacharyya, Vidhushekhara. 1943. 『The Agamashastra of Gaudapada.』（University of Calcutta.）（
Edition, Translation and Annotation.）

 [参考書等]
  （参考書）
1. Kathavate, Abaji Vishnu. 1921. The Mandukyopanishat with Gaudapada's Karikas. Edited together with 
Shankara's Bhasya and Anandagiri's Tika. Anandashrama Sanskrit Text Series 10. Fourth edition. Poona: 
Anandashrama Press. 

インド古典学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



インド古典学（特殊講義）(2)

2. Nikhilananda, Swami 1949: The Mandukyopanishad with Gaudapada's Karika and Shankara's 
Commentary. Translation and Annotation. Myore: Sri Ramakrishna Ashrama. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
It is recommended that participants read Vidhushekhara Bhattacharyya's introduction to his edition of the text 
as a preparatory measure (see reference above). 

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



文献文化学系４７

科目ナンバリング 　G-LET13 71643 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to the Paninian System of Grammar

 [授業の概要・目的]
The purpose of this class is to provide an introduction to the Paninian system of Sanskrit grammar, at least a 
basic understanding of which is an indispensable tool for the study of almost any genre of Sanskrit literature.  
On the one hand, the course participants will be introduced to the basic principles and workings of the 
Astadhyayi and, on the other hand, they will encounter several advanced topics pertaining to the exegesis and 
the application of individual rules of grammar.

After a series of introductory lectures, the course participants will be guided along the text of a selected 
section of the Astadhyayi. Occasionally, we will make use of different commentaries on the text so as to gain 
a deeper understanding of the actual rules and of the hermeneutic strategies developed by the Paninian 
tradition. 

(Note that the course is designed in such a way as to allow repeated participation for those who have already 
attended the same class in the previous year(s).)

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

 [授業計画と内容]
Week 1-2: General Introduction to the Ashtadhyayi (Aa.s.taadhyaayii)
 
Week 3-30: Study of selected sections from the Astadhyayi and related literature

 [履修要件]
Basic knowledge of Sanskrit.
Classes will be held in English. 
Note that the course is designed in such a way as to allow repeated participation for those who have already 
attended the same class in the previous year(s).

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
To be announced.

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系４８

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Reading kaavya-literature: simple kaavya (with commentary)

 [授業の概要・目的]
In this course, we will engage in the linguistic, stylistic and literary analysis of Sanskrit belletristic literature
(kaavya-). The study of kaavya-, though certainly a largely enjoyable enterprise, has been since long
recognized to have an important didactic value and thus integrated into the traditional syllabus for the study
of Sanskrit. Attendance of this course will, therefore, be equally beneficial to all students of Sanskrit
independent of their specific interests and areas of expertise.
In this term, we will read, translate and analyze selected passages from classical Sanskrit poetic compositions.
Whenever appropriate, we will further look at the explanatory passages from selected Sanskrit commentaries
to the same texts.

 [到達目標]
― to develop skills in reading and understanding Classical Sanskrit kaavya
― to develop skills in reading and understanding of Sanskrit commentaries on kaavya-
― to develop skills in reading and interpreting Sanskrit kaavya literature on the basis of its commentaries
― to develop basic skills in translating Classical Sanskrit literature

 [授業計画と内容]
Throughout the term (Weeks 1-15) we will read, translate and analyze selected passages from classical
Sanskrit poetic compositions. Whenever appropriate, we will further look at the explanatory passages from
selected Sanskrit commentaries to the same texts.

 [履修要件]
This course is primarily directed at students starting from the third year of Sanskrit and above. However,
students, who
have completed the introductory course to Sanskrit grammar, are encouraged to join.
Classes will be held in English.

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

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系４９

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  シャバラスヴァーミン作『シャーバラ・バーシャ』を読む

 [授業の概要・目的]
６世紀頃に活躍したと思われるミーマーンサー学派の学匠シャバラスヴァーミンは，同学派の根本
教典『ジャイミニ・スートラ』（JS）に対して注釈を施した。本授業では，シャバラスヴァーミン
による注釈書『シャーバラ・バーシャ』のうち，主に認識論・論理学に関する議論が見られる箇所
（JS 1.1.3以降）を読み解くことを通して，ミーマーンサー学派のプラマーナ（正しい認識手段）論
の基本的な枠組みを明らかにすることを目的とする。さらに，７世紀頃に登場するクマーリラによ
ってシャバラの見解がどのように継承されたかについても考察してみたい。なお，『シャーバラ・
バーシャ』に説かれる理論や思想は，仏教論理学者ディグナーガの主張を前提としたものと考えら
れるが，後代の仏教論理学者たちによって紹介され批判されている。適宜，仏教認識論・論理学と
の比較・対照も行いながら，テキストの読解を進めていきたい。

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

 [授業計画と内容]
授業では，『シャーバラ・バーシャ』（『ジャイミニ・スートラ』 1.1.3以降）を講読する。テキス
トは，フラウワルナーによる校訂本を使用する。 

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

第４～１４回　『シャーバラ・バーシャ』（ad JS 1.1.3～）の講読 （前年度の続きから開始）

第１５回　　　全体の総括

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

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業の前後に受け付けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５０

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 横地　優子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  『カターサリットサーガラ (Kathasaritsagara)』速読

 [授業の概要・目的]
ナラヴァーハナ・ダッタ(Naravahanadatta)がヴィディヤーダラ(vidyadhara)たちの帝王となる物語を
主筋とする『大説話 (Brihatkatha)』を伝える諸作品のうち、12世紀にカシュミールで著されたソー
マデーヴァ作『カターサリットサーガラ（説話の川の海）』は、その流麗な文章によって文学的価
値も高く、また大説話の主筋以外の多彩な説話を含んでいる点で、説話集成としても貴重な文献で
ある。また流麗ではあるが、非常に平明な文章であるため、初級・中級レヴェルのサンスクリット
学習者が読むにはとても良い作品である。この授業では、この作品の第8巻、アスラを前生とする
スールヤプラバ(Suryaprabha)王がヴィディヤーダラの帝王となる物語をとりあげるが、精読ではな
く速読することで、語彙、シンタックス、文脈把握など、古典サンスクリットの読解能力を包括的
に高めることを目的とする。

 [到達目標]
古典サンスクリットの読解能力（特に語彙とシンタックス）を包括的に強化することができる。

 [授業計画と内容]
第1回：『大説話』およびその研究状況に関する概説
第2～15回：Kathasaritsagara第8巻Suryaprabhaの講読。

毎回の進度は受講者のレベルによるが、50～80詩節を程度を目標とする。また初見でテキストを読
み文脈を把握する訓練も行う。

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット読解能力

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に講読する部分については、プリント等を配布する。Nirnaya Sagar版（リプリントはMotilal 
Banarsidass)を底本とし、Brockhaus版も参照する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は毎回の授業のために翻訳を準備することが必須である。また復習をすることで、確実に語
彙などの能力を身につけることができる。

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



文献文化学系５１

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Nyayasiddhantamuktavali on inference  

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

 [到達目標]
Students will learn how to read the later forms Sastric Sanskrit and discuss the prerequisites expected from 
the intended reader. At first students will focus on learning the fundamentals of the new style of navyanyaya 
analysis. Then students will learn to analyze definitions more precisely by employing the newly introduced 
typology of qualifiers such as avacchedaka, visesana, visesya, prakara etc. The final goal is for students to 
become able to successfully parse the basic definitions of the valid means of cognition.  

 [授業計画と内容]
Week 1-2: The history of Inferential Pervasion (vyapti). 
Weeks 3-8: The definitions of vyapti in the Nyayasiddhantamuktavali. 
Weeks 9-14: Analysis of definitions. 
Week 15: Summary and conclusion.

 [履修要件]
Ability to read basic Sanskrit. 

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Begin by reading: 

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
To be announced.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５２

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 山口　周子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  パーリ語講読

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

本講座では、Jaatakatthavannanaa（ジャータカ（本生譚）注釈）より、シャーリープトラ、デーヴァ
ダッタにまつわる物語や、『今昔物語集』に類話をもつ話など4つの短編を、Petavatthu-atthakathaa 
（餓鬼事注釈）より、「母の救済」という点で『盂蘭盆経』との共通要素を見いだすことのできる 
Saariputtatheramaatupetivatthuvannanaaを精読する。

なお、文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。

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

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション
　　　　・パーリ語について（言語的特徴などについて概説）
　　　　・精読に必要な辞書や文法書などの紹介
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・講読テキストに関する概説（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回ー３回： テキスト講読 （Visavantajaataka）
第4回ー6回：テキスト講読 (Serivaanijajaataka）
第7回ー9回：テキスト講読� (Matakabhattajaataka)
第１０回ー12回：テキスト講読 (Kacchapajaataka) 
第13回ー15回：テキスト講読 (Saariputtatheramaatupetivatthuvannanaa) 

・毎回の授業でテキストを精読し、その内容について討論する。
・輪読形式での講読とする。
・テキスト内容や受講者の習熟度によって進度は一定ではないことが予想されるが、目安として、
1回の授業につきテキスト２ページ程度を読み進める予定である。

インド古典学(演習)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(演習)(2)

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布

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

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

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



文献文化学系５３

科目ナンバリング 　G-LET13 71644 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 芳原　綾子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルダマーガディー入門

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

 [到達目標]
アルダマーガディーで書かれたテキストを読むことで、サンスクリットとは異なる、音韻変化や文
法をもつプラークリットの特徴を理解する。あわせて、Amgを伝持してきたジャイナ教の基本的な
思想に触れる。

 [授業計画と内容]
１回目:アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgのテキストを伝承してきたジャイナ
教の紹介。
２～5回目：文法書に即して、音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。
６～15回目：ジャイナ教団においても初学者が学ぶテキストである『Dasaveyaliya』の第６章「法
の目的の叙述」を読む。この章は、ジャイナ教の教義や、出家者の行動規則などに幅広く言及し、
適宜、他の関連文献とも対照しながら読み進める。
テキストの読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予
定である。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

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

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習は特にない。

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



文献文化学系５４

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 横地　優子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（古典サンスクリット）

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

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

 [授業計画と内容]
第１回　これからテキストを読んでいくための基礎的知識と工具書（文法書・辞書など）の説明を
行う。文の基本構造の分析や複合語などのいくつかの文法項目の復習を行う。
第２～６回　「ナラ王物語」から数章を読む。
第７～１１回　「ヒトーパデーシャ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１２～１４回　「カターサリットサーガラ」からいくつかの物語を選んで読む。
第１５回　定期試験
第１６回　フィードバック
毎回の進度は受講者の習熟度によるが、最初の数回は文法を確認しながらゆっくり読み、その後は、
毎回2頁程度の進度で読み進める。

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験によって評価する。

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

インド古典学(講読)(2)へ続く↓↓↓



インド古典学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系５５

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 藤井　正人
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級演習（初期サンスクリット [ヴェーダ語]）   

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

 [到達目標]
サンスクリットの文章を正確に分析する技法を学ぶことによって、どの時代の、どのジャンルのサ
ンスクリットにも対応できる読解力の基礎を身につける。

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

 [履修要件]
サンスクリット文法既習者。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習・復習が必須である。 

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



文献文化学系５６

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系５７

科目ナンバリング 　G-LET13 71653 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系５８

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

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

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

 [授業計画と内容]
授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに関する研究はチベット仏教の中で
は比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に和訳が存在するが、既存の研究を
批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表担当者は、引用されるインド原典
ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。授業は、初回に『菩提道次第大
論』について概説し、二回目から十四回目は、『菩提道次第大論』を読み進めながら、必要に応じ
インド原典を引用箇所の前後も含めて平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。第十
五回の授業にはフィードバックを行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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



文献文化学系５９

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水3

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ツォンカパの説く仏教の実践とその典拠研究

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

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

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、十四回目までの授業は『菩提道次第大論』を通読しながら進める。ツォンカパに
関する研究はチベット仏教の中では比較的進んでおり、本講義で扱う『菩提道次第大論』にも既に
和訳が存在するが、既存の研究を批判的に扱いながら授業に参加することが望まれる。授業の発表
担当者は、引用されるインド原典ならびにその論師の立場も充分に把握しておくことが求められる。
授業は、『菩提道次第大論』を読み進めながら、必要に応じインド原典を引用箇所の前後も含めて
平行して取り上げ、問題点の解説ならびに議論を行う。必要があれば、初回に『菩提道次第大論』
について概説する。第十五回の授業にはフィードバックを行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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



文献文化学系６０

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 船山　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の語義解釈：梵語的側面と漢語的側面(1)

 [授業の概要・目的]
　５ー11世紀頃の中国仏教思想史の根幹的な発展に関わる漢字仏教語（仏教漢語）に着目し，漢語
に特有の仏教語の語義解釈に迫る。
　中国の仏教徒は，サンスクリット語原典を逐一比較することなく，専ら漢語で仏教を理解した。
その結果，仏教漢語を理解する際に，インド本来の語義に加え，漢語特有の中国的解釈法を重ね合
わせ，一語を二重三重に解釈して，意味や思想に幅を持たせる重層的効果を実現した。
　この授業では，漢語に基づく仏教理解が，インド文化から何を継承し，中国でいかなる独自の展
開を遂げたかを，基本的仏教語の語義を原文をもとに解明する。このことは仏教という外来文化を
理解するための文化的・言語的・学術的背景を知るのに有益である。

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

あわせて以下３点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法
３．電子化された一次資料の使い方

 [授業計画と内容]
第1回：中国仏教を学ぶために必要な基本的一次資料と工具書
第2回：大蔵経の基礎知識と特徴と歴史，および特に注意すべき事柄
第3回：大正大蔵経を使用する時の注意と電子テキストの利用法
第4回：仏教漢語「真如」の中国的解釈を概説する
第5回：仏教漢語「如是」の原典講読と現代語訳
第6回：仏教漢語「如来」の原典講読と現代語訳
第7回：仏教漢語「衆生」と「有情」の原典講読と現代語訳その１
第8回：仏教漢語「衆生」と「有情」の原典講読と現代語訳その２
第9回：仏教漢語「衆生」と「有情」の原典講読と現代語訳その３
第10回：仏教漢語「衆生」と「有情」の原典講読と現代語訳その４
第11回：仏教漢語「経」の原典講読と現代語訳その１
第12回：仏教漢語「経」の原典講読と現代語訳その２
第13回：仏教漢語「忍」の原典講読と現代語訳
第14回：仏教漢語「心」の原典講読と現代語訳
第15回：仏教漢語「仏説」の原典講読と現代語訳
※フィードバックすべき変更が生じた場合の方法は授業中に説明します。

仏教学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義）(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（原文講読を担当する。積極的に意見と質問を出す）
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。
個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６１

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 船山　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  仏教漢語の語義解釈：梵語的側面と漢語的側面(2)

 [授業の概要・目的]
　５ー11世紀頃の中国仏教思想史の根幹的な発展に関わる漢字仏教語（仏教漢語）に着目し，漢語
に特有の仏教語の語義解釈に迫る。
　中国の仏教徒は，サンスクリット語原典を逐一比較することなく，専ら漢語で仏教を理解した。
その結果，仏教漢語を理解する際に，インド本来の語義に加え，漢語特有の中国的解釈法を重ね合
わせ，一語を二重三重に解釈して，意味や思想に幅を持たせる重層的効果を実現した。
　この授業では，漢語に基づく仏教理解が，インド文化から何を継承し，中国でいかなる独自の展
開を遂げたかを，基本的仏教語の語義を原文をもとに解明する。このことは仏教という外来文化を
理解するための文化的・言語的・学術的背景を知るのに有益である。

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

あわせて以下３点を習得する。
１．大蔵経に関する知識と使用上の留意点
２．仏教漢文の訓読法
３．電子化された一次資料の使い方

 [授業計画と内容]
第1回：前期に学んだことを整理し，後期の内容と目標を説明する
第2回：仏教漢語「世俗諦」の原典講読と現代語訳
第3回：仏教漢語「言語道断，心行処滅」の原典講読と現代語訳その１
第4回：仏教漢語「言語道断，心行処滅」の原典講読と現代語訳その２
第5回：仏教漢語「如来蔵」と「仏性」の原典講読と現代語訳その１
第6回：仏教漢語「如来蔵」と「仏性」の原典講読と現代語訳その２
第7回：仏教漢語「五陰」と「五蘊」の原典講読と現代語訳
第8回：仏教漢語「天竺」と「天語」の原典講読と現代語訳
第9回：仏教漢語「天竺」と「天語」の原典講読と現代語訳
第10回：仏教漢語「正理」の原典講読と現代語訳
第11回：仏教漢語「自性」と「自体」の原典講読と現代語訳その１
第12回：仏教漢語「自性」と「自体」の原典講読と現代語訳その２
第13回：仏教漢語「自性」と「自体」の原典講読と現代語訳その３
第14回：仏教漢語「自性」と「自体」の原典講読と現代語訳その４
第15回：総括：仏教漢語の語義解釈
※フィードバックすべき変更が生じた場合の方法は授業中に説明します。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（原文講読を担当する。積極的に意見と質問を出す）
自らの疑問や調べた内容を授業中に示し、出席者たち全員で意見交換してほしい。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
船山徹 『仏典はどう漢訳されたのか：スートラが経典になるとき』（岩波書店，2013）ISBN:978-
4-00-024691-0（仏典漢訳史を知るための概説書として参照してほしい）
授業は毎回，配布資料を作成し，それに基づいて原文を読み，現代語訳を作ります。
個別事項や内容に関して参照すべき図書や論文があれば，授業中にその都度知らせます。

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６２

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　医学部　教授 室寺　義仁
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  『瑜伽師地論』「摂異門分」における「三十七菩提分法」の考察

 [授業の概要・目的]
　釈尊（ゴータマ・ブッダ）が説き示した真理内容は、「四諦」「五蘊」、そして「縁起」の各説
として今に伝わる。ブッダは覚醒体験を経た後、その自覚内容を言葉化したとき、有情／衆生の存
在の中核には「苦」があること（「苦諦」）を宣言した。この「苦」とは、およそ存在者一般を、
無常なる存在として刹那刹那に生成流転する時間の内に、純然たる苦しみの集合体たる「五蘊」の
流れからなる生成物として捉え、老いて死する存在であるとともに、その誕生の始まりに死を観る
ことに始まる。このような意味での仏教的死生観に立って、その「苦」から解放されるための「法」
についての「三十七」の手立てについて、ヨーガーチャーラ（瑜伽師）たちの所説を伝える『瑜伽
師地論』のチベット訳テキスト（サンスクリット原典が伝わらないテキスト箇所）を精読すること
を通じて考察する。

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

 [授業計画と内容]
　基本的に下記の項目内容に沿った形で、まず「三十七菩提分法」についての仏教教義の概要を講
義し、次いで、講読対象テキストの精読へと進む。
　1.「三十七菩提分法」について
　　(1)	 パーリ・ニカーヤに伝わる「三十七菩提分法」
　　(2)	 北伝のアビダルマ諸論書に伝わる「三十七菩提分法」
　　(3)	 瑜伽行派の論書（『中辺分別論』）における解釈
　　(4) 『瑜伽師地論』「声聞地」における解釈 その１
　　(5) 『瑜伽師地論』「声聞地」における解釈 その２
　2.(6) 『瑜伽師地論』「摂異門分」における「三十七菩提分法」の経句伝承について
　　(7) 『瑜伽師地論』「摂異門分」における「三十七菩提分法」の解釈
　　以下、第8回から第15回は、『瑜伽師地論』「摂異門分」における「三十七菩提分法」の解釈
箇所について、チベット訳を中心としてテキストを精読して行く。
　　ただし、ドクトラント（課程博士候補生）の諸君から、課程博士論文提出に向け、研究遂行中
のサンスクリットテキストのワーキングエディションが提示されるときには、後半の第8回から第
15回は、個々のドクトラントが研究対象としているテキストを共に精読することとする。

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

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

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

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系６３

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀医科大学　医学部　教授 室寺　義仁
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木5

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目
『瑜伽師地論』「摂異門分」における「三十七菩提分法」の考察 （テキスト講読の続き）

 [授業の概要・目的]
　前期授業において行ったテキスト解読箇所と比較吟味を行いつつ、継続的に、テキストを精読す
ることを通じて「三十七菩提分法」教義への思索を深めて行くことを目的とする。なお、学位論文
の作成を目指している受講者の希望に応じて、その研究対象テキストを精読することを考える

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

 [授業計画と内容]
　第1回から第15回、前期講読対象テキストの継続的精読。
　ただし、受講生諸君の希望により、学位論文作成遂行に当たっての作業中テキストの提示がある
場合、当該テキストを精読することとする。

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

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

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは、適宜、コピー配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系６４

科目ナンバリング 　G-LET14 61831 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態   

使用
言語   英語 

題目  チベット仏教瞑想論 / Theories of Meditation in Tibetan Buddhism

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

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

 [授業計画と内容]
Class 1.　Introduction

Classes 2-14.　Reading selected Tibetan texts

Class 15. Wrap-up session and feedback

 [履修要件]
特になし

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

仏教学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系６５

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

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

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。

 [授業計画と内容]
初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイントロダクションを行い、二回目から十四回目
の授業では、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題について解説ならびに議論を行う。
第十五回の授業にはフィードバックを行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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



文献文化学系６６

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インド後期中観派と空思想をめぐる諸問題研究

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

 [到達目標]
『入菩提行論細疏』「般若波羅蜜多章」に見られる多様な議論を検討しながら、その当時の思想状
況とインド後期中観派について理解を深める。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、十四回目までの授業では、『入菩提行論』を精読しながら、関連する諸問題につ
いて解説ならびに議論を行う。必要があれば、初回の授業の中で、著者、著作、背景等についてイ
ントロダクションを行う。第十五回の授業にはフィードバックを行う。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業のテーマに対して充分問題意識を持ち、毎回の授業に出席するにあたって相当の予習をしてお
くことが求められる。

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



文献文化学系６７

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

駒澤大学　仏教学部　講師 加納　和雄
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  梵文仏典写本精読

 [授業の概要・目的]
インド周辺諸国に伝存する梵文仏典写本は、失われたインド仏教の原像に近づくための一次資料で
あり、とくにチベットやネパールに伝来する梵文写本については近年めざましい研究成果が報告さ
れている。授業では梵文仏典写本研究の現状を理解したうえで、実際に写本の解読を行いながら写
本研究の方法論を習得することを目指す。

 [到達目標]
梵文仏典写本の研究状況の大局を把握し、写本読解の基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
授業においてはまず、ネパール・チベットに伝存する梵文仏典写本研究の現状を解説する。世界各
地の研究機関が所蔵するコレクションを俯瞰して、それらがいかなる由来をもち、どの程度解読が
進んでいるのかについて説明する。また、写本を読むための基礎知識として写本特有の文字の綴り
方や奥書の読み方などについて学ぶ。そして、写本の所有者について明かし、その来歴と伝承過程
について補足する。それらの基礎知識を習得した後には、写本解読の実践的な能力を養うために、
未解読の写本をサンプルとして選り抜き、順次、授業において丹念に解読を進める。サンプルは、
短めの断片写本を扱い（大乗仏典を中心とする予定だが出席者の要望にも応じる）、写本の読みに
問題がある箇所を一つずつ洗い出して解決策を模索しながら精読してゆく。資料は適宜授業におい
て配布する予定である。基本的に演習形式とするが初心者も歓迎する。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業配布資料を予習・復習すること。出席者には課題をそのつど課す。

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



文献文化学系６８

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  仏教のこころ観①：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）

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

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

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

 [履修要件]
特になし

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点に基づいて行う。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系６９

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定准教授 こころの未来研究センター 熊谷　誠慈
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  仏教のこころ観②：存在論的視点から（インド宗教哲学文献精読）

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

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

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

 [履修要件]
特になし

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は、平常点に基づいて行う。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系７０

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

宗教情報センター
京都支社 研究員 佐藤　直実
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  大乗仏教経典の読解 

 [授業の概要・目的]
最初期の大乗仏教の代表的な経典『阿しゅく仏国経』の講読を行う。

 阿しゅく仏は、東方・妙喜世界を主宰する仏で、西方・極楽世界を主宰する阿弥陀仏と対比される
ことが多く、最も古い現在仏の一人である。後に四方四仏の東方仏として定着し、密教では金剛界
曼荼羅の東方に据えられる。後期密教では、大日如来に代わり、曼荼羅の主尊に据えられる場合も
ある。

『阿しゅく仏国経』は、この阿しゅく仏の修行から成道、涅槃にいたるまでの半生と、その仏国土
の様子を描く経典で、大乗仏教興起のなぞを解くための重要な資料である。漢訳が2種類、チベッ
ト語訳が1種類ある。

 この講義では、全6章ある『阿しゅく仏国経』の中から、阿しゅく仏の成道前を描く第1章をとりあ
げ、阿しゅく仏の誓願や成道時の様子を解読・解説する。漢訳2訳を参照しながら、チベット語訳
を読み進める。

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

 [授業計画と内容]
第1回　テキストの概説と資料配付 
第2-14回　『阿しゅく仏国経』の講読 
第15回　フィードバック

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

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

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に資料を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７１

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学　文化学部　准教授 志賀　浄邦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カマラシーラ作『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』を読む

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

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

 [授業計画と内容]
授業では『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第３章（他者のための推理）の解読を行う。担当者が
作成した校訂テキストを元に，先行研究等を参考にしながら，批判的に精読する。今年度は少なく
とも第２章を読み終えたい。

第１～５回　　仏教認識論・論理学についての概説，『ニヤーヤ・ビンドゥ』第３章の講読
第６～１４回　『ニヤーヤ・ビンドゥ前主張要約』第３章の講読と解説（受講生による輪読形式）
第１５回　　　フィードバック

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

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

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

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７２

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 山口　周子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  パーリ語講読

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

本講座では、Jaatakatthavannanaa（ジャータカ（本生譚）注釈）より、シャーリープトラ、デーヴァ
ダッタにまつわる物語や、『今昔物語集』に類話をもつ話など4つの短編を、Petavatthu-atthakathaa 
（餓鬼事注釈）より、「母の救済」という点で『盂蘭盆経』との共通要素を見いだすことのできる 
Saariputtatheramaatupetivatthuvannanaaを精読する。

なお、文法的な事柄については、講読を進める中で、必要に応じて解説する。

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

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション
　　　　・パーリ語について（言語的特徴などについて概説）
　　　　・精読に必要な辞書や文法書などの紹介
　　　　・講読テキストのプリント配布
　　　　・講読テキストに関する概説（物語の内容、関連テキストなど）
　　　　
第２回ー３回： テキスト講読 （Visavantajaataka）
第4回ー6回：テキスト講読 (Serivaanijajaataka）
第7回ー9回：テキスト講読� (Matakabhattajaataka)
第１０回ー12回：テキスト講読 (Kacchapajaataka) 
第13回ー15回：テキスト講読 (Saariputtatheramaatupetivatthuvannanaa) 

・毎回の授業でテキストを精読し、その内容について討論する。
・輪読形式での講読とする。
・テキスト内容や受講者の習熟度によって進度は一定ではないことが予想されるが、目安として、
1回の授業につきテキスト２ページ程度を読み進める予定である。

 [履修要件]
初級程度のサンスクリット語読解力があること。 

仏教学(演習)(2)へ続く↓↓↓



仏教学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
輪読形式のため、平常点評価とする。

 [教科書]
プリント配布  

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

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

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



文献文化学系７３

科目ナンバリング 　G-LET14 71841 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(演習)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 芳原　綾子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルダマーガディー入門

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

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

 [授業計画と内容]
１回目：アルダマーガディーに関する概説と辞書・参考書、Amgを伝持してきたジャイナ教の説明。

２～5回目：文法書に即して、音韻変化、名詞変化、動詞の活用を確認する。 
６～15回目：ジャイナ教団においても初学者が学ぶテキストである『Dasaveyaliya』の第６章「法
の目的の叙述」を読む。この章は、ジャイナ教の教義や、出家者の行動規則などに幅広く言及し、
適宜、他の関連文献とも対照しながら読み進める。 
テキストの読解に際しては、出席者のサンスクリット、プラークリットの知識を考慮して進める予
定である。

 [履修要件]
初級サンスクリットを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点：授業内での発言（和訳等含む）

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

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業外学習はとくない。

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



文献文化学系７４

科目ナンバリング 　G-LET14 71851 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology   

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系７５

科目ナンバリング 　G-LET14 71851 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読Ｉ)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講読

使用
言語   英語 

題目  Reading German Indology and Buddhology

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系７６

科目ナンバリング 　G-LET14 71853 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  インド古典学・仏教学フランス語文献の講読

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

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

 [授業計画と内容]
インド初期仏教とパタンジャリのヨーガについて、Louis de la Vallee Poussin氏によって書かれた 「
Le Bouddhisme et le yoga de PataJjali」(Melanges chinois et bouddhiques, 5e volume, 1936-1937)を講読す
る。

第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
講読テキストはコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
参照すべき文献などに関しては、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
出席者は、講読する箇所の予習が必要である。毎回、数名が当該箇所のフランス語を和訳あるいは
英語し、発表する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７７

科目ナンバリング 　G-LET14 71853 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

仏教学(講読II)
Buddhist Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語  日本語及び英語 

題目  印度古典学・チベット学・仏教学フランス語文献の講読   

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

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

 [授業計画と内容]
第１回　　　　イントロダクション
第２ー１５回　テキストの講読

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Rolf A. Stein 『La civilisation tibétaine』（Paris: L’Asiatheque, 1996 (1987)）
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業の前、 講読する箇所の予習が必要である。毎回、学生一人がフランス語を和訳し、発表する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系７８

科目ナンバリング 　G-LET15 63130 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 CIESKO，Martin
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Integrated course of Attic Greek Γ

 [授業の概要・目的]
Comparative Greek / Latin syntax - we will discuss in detail the most important syntactical phenomena in 
Attic Greek and at the same time provide Latin counterexamples to show what syntactical tools the two 
languages had at their disposal and how each overcame their respective limitations. Some bilingual texts will 
be read and studied and lots of exercises on syntax will be done in class.

 [到達目標]
This programmed course aims at achieving a high level of proficiency in Attic Greek. It consists of 3 modules:
 A. high-frequency vocabulary and graded reading, B. verbal morphosyntax, Γ. comparative Greek / Latin 
syntax. At the end of the course you will be able to read Attic with much more ease, comfort and 
understanding. Your grasp of the language will also become very practical because you will be encouraged to 
use the Attic dialect actively in class (esp. through speaking and writing). The students who want to get all 
the benefits are encouraged to attend all three modules.  

 [授業計画と内容]
Greek syntax is freer, more fluid and more nuanced than Latin syntax. We will discuss all the most important 
syntactical elements in Greek and contrast them with the tools that Latin had at its disposal. Classes will be 
very practical - after detailed explanations, a set of exercises will be done to test students' active mastery of 
the material.

 [履修要件]
One year of Greek is required. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
All work will be done in class, although students will be advised to consult suggested grammatical handbooks.

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



文献文化学系７９

科目ナンバリング 　G-LET15 63130 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 高橋　宏幸
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  シーリウス・イタリクス研究

 [授業の概要・目的]
ラテン文学白銀期の叙事詩人シーリウス・イタリクスの詩作について考究する。本年度はPunica第3
巻と第4巻を精読し、検討する。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を高める。
文献学的アプローチに習熟する。 

 [授業計画と内容]
シーリウス・イタリクスはこれまで広く読まれてきた作品とは言えない。しかし、そこには詩人が
受け継いだ文学伝統を自身の表現に生かす創意工夫が見られる。唯一伝存する作品であるPunicaは
リーウィウスの歴史書第21巻以降に記された第２次ポエニー戦争を題材としながら、神々の介入や
運命の実現など作品の枠組み、また、個々の場面設定、表現手法など叙述全般においてウェルギリ
ウス『アエネーイス』に多くを依拠している。こうした先行作品との比較に重きを置きながら、作
品理解を試みる。

第1回　全体のイントロダクション
第2回~第7回　第3巻1-714行
第8回~第15回　第4巻1-829行

　

 [履修要件]
ラテン語文法を修得し、なんらか原典を読んだ経験があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40パーセント、期末レポート60パーセント。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。  

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



文献文化学系８０

科目ナンバリング 　G-LET15 73140 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 高橋　宏幸
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  キケロー『カティリーナ弾劾』第1、第２巻、『カエリウス弁護』

 [授業の概要・目的]
キケローの演説二作品を精読して、弁論の構成、常套表現を学び、文飾とリズムを味わい、楽しむ。

 [到達目標]
ラテン語原典の読解力を身につける。
古典文学伝統の受容と継承についての感性を磨く。
雄弁の力強い表現に慣れ親しむ。

 [授業計画と内容]
『カティリーナ弾劾』はキケローの演説の中でもっとも有名なものの一つで、執政官のとき（前63
年）に鎮圧した反逆陰謀の首謀者を糾弾する。国権の頂点に立ち、国難を救った自負によって雄弁
がさらなる力を加えながら、滔々と展開する。『カエリウス弁護』は、キケローを追放に追い込ん
だ宿敵クローディウスの姉で稀代の悪女とされるクローディアによって讒訴された若い友人カエリ
ウスを弁護する。それぞれの文脈とそれに応じた弁論の展開に留意しながら、毎回３ページ前後を
読み進む。

第1回　全体のイントロダクション
第2回~第15回　『カティリーナ弾劾』第1、第２巻
第16回~第29回　『カエリウス弁護』
第30回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語文法を修得していること。

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

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
原典の下調べの他、配布する注釈書をよく読んで授業に臨むこと。

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



文献文化学系８１

科目ナンバリング 　G-LET15 73140 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 CIESKO，Martin
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Integrated course of Attic Greek A

 [授業の概要・目的]
We will study high-frequency vocabulary concerning everyday life in classical Athens; word-lists will be 
provided and relevant "Realien" discussed and illustrated through texts and pictorial evidence. Graded 
reading of relevant literary and documentary texts will follow. We will discuss the texts in Greek and try to 
rephrase or imitate them in composition.

 [到達目標]
This programmed course aims at achieving a high level of proficiency in Attic Greek. It consists of 3 modules:
 A. high-frequency vocabulary and graded reading, B. verbal morphosyntax, Γ. comparative Greek / Latin 
syntax. At the end of the course you will be able to read Attic with much more ease, comfort and 
understanding. Your grasp of the language will also become very practical because you will be encouraged to 
use the Attic dialect actively in class (esp. through speaking and writing). The students who want to get all 
the benefits are encouraged to attend all three modules.

 [授業計画と内容]
Over the course of the year we will 15 to 20 topics concerning Athenians' private and social life, e.g. schools, 
marketplace, cooking, social events, festivals, sacrifices, farming, travel, etc. We will create word-lists and 
word groups and read relevant texts. We will try to use as much spoken Attic Greek in class as humanly 
possible.

 [履修要件]
One year of Attic Greek grammar is required.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and active participation in class.

 [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

西洋古典学（演習）(2)へ続く↓↓↓



西洋古典学（演習）(2)

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

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



文献文化学系８２

科目ナンバリング 　G-LET15 73140 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 CIESKO，Martin
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Integrated course of Attic Greek B

 [授業の概要・目的]
Practical mastery of verbal morphosyntax of Attic Greek. We will study all the essential intricacies of the 
Attic verb and lots of practical exercises will be provided to master this most important, if often neglected, 
aspect of Greek grammar. 

 [到達目標]
This programmed course aims at achieving a high level of proficiency in Attic Greek. It consists of 3 modules:
 A. high-frequency vocabulary and graded reading, B. verbal morphosyntax, Γ. comparative Greek / Latin 
syntax. At the end of the course you will be able to read Attic with much more ease, comfort and 
understanding. Your grasp of the language will also become very practical because you will be encouraged to 
use the Attic dialect actively in class (esp. through speaking and writing). The students who want to get all 
the benefits are encouraged to attend all three modules.  

 [授業計画と内容]
We will be looking in great detail at the Greek verb - both from a theoretical and practical point of view. We 
will go through the whole morphosyntax and do a sufficient amount of exercises to master this most difficult 
aspect of Greek grammar. All verbal paradigms and typical syntactical features will be discussed and we will 
also touch upon poetic verbal forms as they appear in classical Athenian literature.

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class.

 [教科書]
授業中に指示する

西洋古典学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



西洋古典学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
We want to achieve an active mastery of the Greek verb and consequently there will be a lot of memorizing 
to do - but we will do it in a smart way exerting as little effort as is possible while still covering all the 
material. 

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



文献文化学系８３

科目ナンバリング 　G-LET15 73141 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 准教授 平山　晃司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  カトゥッルス『詩集』

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

 [到達目標]
ラテン語の読解力を高める。
さまざまな韻律に習熟する。

 [授業計画と内容]
第57歌から順に、毎回短い詩は数篇ずつ、長い詩（第61歌～第68歌）は数十行ずつのペースで読み
進む。

第１回　導入（注釈書の紹介、韻律の解説など）
第２回～第１５回　訳読

 [履修要件]
ラテン語文法を修得済みであること。

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

 [教科書]
D. F. S. Thomson 『Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary』（University of 
Toronto Press）ISBN:9780802085924
コピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業に備えてテクストの指定された範囲を丁寧に読んでおくこと。

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



文献文化学系８４

科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 高橋　宏幸
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

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

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

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。毎回、２～３章を読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第2巻第1章～　カエサル率いるローマ軍のベルガエ人との戦争から「ガリア平定」
までの記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

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



文献文化学系８５

科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 高橋　宏幸
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語中級講読

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

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

 [授業計画と内容]
初級文法のおさらいを行なう一方、初級者が見落としやすい意味の区別、よく使われる言い回し、
構文の特徴などに注意を喚起しながら、原文を読む。毎回、２～３章を読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第3巻第1章～　カエサル率いるローマ軍とガリア「叛乱」諸部族との戦争の記述
を読む。　
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
注釈を熟読すること。

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



文献文化学系８６

科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 山下　修一
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読  

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

 [到達目標]
　既習のギリシア語文法を確認しながら、辞書・文法書・注釈書を用いて、平易なギリシア語散文
を読む力を養う。 

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
Maurice W. Mather, Joseph Hewitt  『Xenophon's Anabasis: Book 1-4』（University of Oklahoma Press）
ISBN:9780806113470 
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。 

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８７

科目ナンバリング 　G-LET15 73151 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 山下　修一
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  古代ギリシア語中級講読  

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

 [到達目標]
　既習のギリシア語文法を確認しながら、辞書・文法書・注釈書を用いて、平易なギリシア語散文
を読む力を養う。 

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

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

 [履修要件]
　古代ギリシア語の初級文法を既習のこと。

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
Asheri, David, Alan Lloyd, and Aldo Corcella. 『A commentary on Herodotus』（Oxford University Press）
ISBN:9780199639366
コピーを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の授業には、指定された範囲を予習した上で受講すること。 

（その他（オフィスアワー等））
　特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系８８

科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ソ連文学・文化研究１

 [授業の概要・目的]
　ソ連期の文学・文化は、日本ではまだあまりよく知られていません。前期はソ連期を代表する亡
命文学者アンドレイ・シニャフスキー（筆名アブラム・テルツ）の論考『社会主義リアリズムとは
何か』を講読しながら、この時代の文芸思潮の特徴を考えていきます。

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

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
　授業の概略と進め方を説明します。 
第2－14回 
　ロシア語論考『社会主義リアリズムとは何か』を講読しつつ、ソ連期の文学・文化・思潮につい
て考えていきます。 
第15回　まとめ 

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点80％、期末レポート20％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

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



文献文化学系８９

科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 松下　隆志
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ポストソ連現代ロシア文学概説

 [授業の概要・目的]
　ソ連崩壊はロシア文学の在り方に大きな変動をもたらした。社会における文学の重要度が低下す
る一方、国の検閲から解放されたことで作家たちはかつてない表現の自由を得た。とりわけ90年代
に流行したポストモダン文学は、遊戯性・暴力性・エロティシズムといった新たな要素を文学に導
入し、ソローキンやペレーヴィンといった世界的に評価の高い作家を生んだ。一方、プーチン政権
が誕生した00年代以降は若い世代による保守的なリアリズム文学が台頭するなど、激しい揺り戻し
も見られる。
　本講義では、ポストモダン文学を中心に主に90年代から00年代のポストソ連現代ロシア文学の展
開を概観するとともに、外国語（ロシア語または英語）で適宜関連する文学作品の読解を行う。

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

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに
第２回　ペレストロイカ期の文学状況
第３回　ポストモダニズムとは何か
第４回　日本のポストモダニズム
第５ー６回　ロシアのポストモダニズム
第７回　コンセプチュアリズムとソッツ・アート
第８ー９回　ポストモダン作家①ウラジーミル・ソローキン
第１０回　ポストモダン作家②ヴィクトル・ペレーヴィン
第１１回　ポストモダニズムの終焉と新世代のリアリズム
第１２回　ゼロ年代文学の作家たち
第１３回　探偵小説、ファンタスチカ文学
第１４回　女性文学、ノンフィクション
第１５回　まとめ

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

 [履修要件]
ロシア語か英語を理解できること。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
適宜プリントを配付。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
  

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

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識は必須ではない。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９０

科目ナンバリング 　G-LET16 63231 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金4

授業
形態   

使用
言語   日本語 

題目  ソ連文学・文化研究２

 [授業の概要・目的]
　ソ連期の文学・文化は、日本ではまだあまりよく知られていません。後期はソ連期を代表する作
家・芸術家の作品や論説の一部を講読しつつ、その変遷を時系列で追っていきます。

 [到達目標]
ロシア語の小説や論文の文体に触れ、ロシア文学研究に必要な読解力と知識を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに
　授業の概略と進め方を説明します。

第2－14回
　代表的な作品や論考の一部を講読しつつ、ソ連期の文学・文化の変遷を追っていきます。

第15回　まとめ

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

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

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

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

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



文献文化学系９１

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Valerij Grecko
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  近現代のロシア文学

 [授業の概要・目的]
19世紀から20世紀初めにかけてのロシア文学を分析する。ロシア文学の作品に親しみ、文学テクス
トとの付き合い方について学ぶとともに、ロシア語能力を向上させることを目的とする（授業はロ
シア語を主として、必要に応じて日本語も用いつつ行なわれる）。

 [到達目標]
ロシア語能力（読解力、抽象的なテーマについて議論する能力）を高め、ロシア文学やロシア文化
に対する理解を深めるとともに、文学理論についての知識を得る。

 [授業計画と内容]
19世紀から20世紀の初めにかけて書かれた短編小説を原語で読み、分析する。ロシア語で書かれた
テクストを精読し、それぞれの作家独自の文体や表現をじっくり味わいたい。また、分析にあたっ
ては文学理論に関する論文を適宜参照する。文学研究にとって重要な概念や方法論についての知識
を得るとともに、具体的な作品分析にどのように応用できるかを考える。授業で扱う主な作品は次
の通り。
1)　導入
2)　チェーホフ『カシタンカ』（１）
3)　チェーホフ『カシタンカ』（２）
4)　チェーホフ『ロスチャイルドのバイオリン』（１）
5)　チェーホフ『ロスチャイルドのバイオリン』（２）
6)　ハルムス『出来事』（１）
7)　ハルムス『出来事』（２）
8)　ハルムス『出来事』（３）
9)　ゾーシチェンコ『日の出の前に』（１）
10)　ゾーシチェンコ『日の出の前に』（２）
11)　ゾーシチェンコ『日の出の前に』（３）
12)　ブルガーコフ『若き医師の手記』（１）
13)　ブルガーコフ『若き医師の手記』（２）
14)　ブルガーコフ『若き医師の手記』（３）
15)　まとめ

 [履修要件]
ロシア語読解能力を有すること。

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

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

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９２

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅰ

 [授業の概要・目的]
ツルゲーネフの中短篇を読む

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
ツルゲーネフという作家の概要とその研究の基本文献について説明します。 

第2回～第10回 
後期の幻想小説『夢』を精読し、語彙、視覚イメージ、文体、作品の構造、時代的・思想的背景な
ども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 

第11～14回　初期の『猟人日記』所収の短編を精読します。 

第15回　本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。  

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
開講時と授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。 

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９３

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学演習Ⅱ

 [授業の概要・目的]
ドストエフスキー『白夜』を読む 

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
作家と作品、基本文献について説明します。 

第2回～第14回 
ドストエフスキー初期の小説『白夜』を精読し、語彙、視覚イメージ、文体、作品の構造、時代的
・思想的背景なども考慮に入れつつ、テキストを分析します。 

第15回　まとめ 
本授業中で読んだ内容をまとめ、議論します。 

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９４

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古教会スラヴ語入門

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラヴ研究の基礎となる、古教会スラヴ語の基礎を学ぶ。 

 [到達目標]
　古教会スラヴ語の成り立ち、その文法につき理解する。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景１
第３回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景２
第４回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景３
第５回　文字と音、形態など基本的な文法事項１
第６回  文字と音、形態など基本的な文法事項２
第７回　文字と音、形態など基本的な文法事項３
第８回　文字と音、形態など基本的な文法事項４
第９回　文字と音、形態など基本的な文法事項５
第10回　文字と音、形態など基本的な文法事項６
第11回　文字と音、形態など基本的な文法事項７
第12回　文字と音、形態など基本的な文法事項８
第13回　やさしいテクストの読解１
第14回　やさしいテクストの読解２
第15回　フィードバック
　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　ロシア語初級（週に２回の授業で、２セメスター履修）の学修済み、あるいは、ポーランド語な
どのスラヴ語で、同等の素養を備えていること。  

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

 [教科書]
　プリントなどを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。

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



文献文化学系９５

科目ナンバリング 　G-LET16 73241 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世ロシア文献演習 

 [授業の概要・目的]
　中世ロシアの基本的なテクストを精読する。

 [到達目標]
　中世ロシアの基本的なテクストの成り立ちについて理解する。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２回　イントロダクション（承前）
第３回　年代記１
第４回　年代記２
第５回　年代記３
第６回  年代記４
第７回　聖者伝など１
第８回　聖者伝など２
第９回　聖者伝など３
第10回　聖者伝など４
第11回　翻訳文学など１
第12回　翻訳文学など２
第13回　翻訳文学など３
第14回　翻訳文学など４
第15回　フィードバック
受講者の顔ぶれと関心によって読み進める。

　＊フィードバックについては授業中に指示します。 　

 [履修要件]
　ロシア語で文献が十分に読めること。

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

スラブ語学スラブ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(演習)(2)

 [教科書]
　プリントなどを配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。  

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



文献文化学系９６

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、チェーホ
フの戯曲『ヴァーニャ伯父さん』を読んでいきます。チェーホフの戯曲は、概して構文が簡潔であ
り、日常的な語彙を用いているので、ロシア語の文法事項や語彙の確認に適しています。それとと
もに、ロシア語を適切な日本語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、
時代背景についての知識も深めます。

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

 [授業計画と内容]
ガイダンス：作品の紹介

第2回～第15回
『ヴァーニャ伯父さん』読解

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９７

科目ナンバリング 　G-LET16 73251 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア文学講読 

 [授業の概要・目的]
　ロシア語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、チェーホ
フの戯曲『ヴァーニャ伯父さん』を読んでいきます。チェーホフの戯曲は、概して構文が簡潔であ
り、日常的な語彙を用いているので、ロシア語の文法事項や語彙の確認に適しています。それとと
もに、ロシア語を適切な日本語に翻訳していく訓練を行います。また文学作品の考察や分析を行い、
時代背景についての知識も深めます。

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

 [授業計画と内容]
第1回　
ガイダンス：作品の紹介

第2回～第15回
『ヴァーニャ伯父さん』読解

フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
ロシア語の初級文法を修めていること。独習でも構いません。 

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

 [教科書]
テキストはプリントを配付します。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回に授業で読む箇所に事前に自分で目を通し、知らない単語を調べ、テキストが描いている情景
や登場人物の心理を想像してみてください。また、理解できない部分については、何が分からない
かを整理しておいてください。  

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業のときに話し合ったうえで指示します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系９８

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 川島　隆
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ユダヤ人とドイツ

 [授業の概要・目的]
　ナチス・ドイツによるホロコースト（ユダヤ人大虐殺）という歴史上の巨大な汚点を抱えるドイ
ツにとって、「ユダヤ人」は重いテーマである。しかし、「ユダヤ人を虐殺したナチス・ドイツ」
という像は、あまりにも繰り返しメディアにおいて表象された結果、かえってステレオタイプ的な
「悪」のイメージとして固定化されているきらいがある。この授業では、まず18世紀の啓蒙主義時
代に遡り、そこからアウシュヴィッツ後に至るまでの時期にこのテーマについてドイツ語で書かれ
たテクストを（小説、戯曲、手紙、ノンフィクション等）なるべく多様なジャンルから取り上げ、
そこでユダヤ人の存在や周囲のドイツ社会との関係がどのように描かれているかを確認し、なぜそ
のような描写がなされているのか、その意味を考える。

 [到達目標]
ステレオタイプ的な「ナチス・ドイツ＝悪」のイメージの背後にある、ユダヤ人とドイツの現実の
多様な関係を歴史をひもときつつ確認する一方で、反ユダヤ主義的な言説がどのようにドイツ語圏
の社会で拡散して定着していったかを知ることを通じ、排外主義やヘイトスピーチが蔓延する今日
の状況に対して批判的な目を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に一つのテクストについて二回の授業をあてる。一回目の授業で作品の概要や歴史的背景に
ついて講義形式で情報提供を行い、受講者はこれを前提に当該テクストを読み、二回目の授業でデ
ィスカッションを行う。取り上げる予定のテーマは以下の通り（ただし、授業の進行速度や受講者
の興味などを勘案して予定変更する場合がある）。

第１回　イントロダクション――そもそも「ユダヤ人」とは誰か
第２～３回　レッシング『賢者ナータン』――啓蒙主義とユダヤ人解放
第４～５回　ドロステ＝ヒュルスホフ『ユダヤ人のブナの木』――差別の構図
第６～７回　シュニッツラー『ベルンハルディ教授』――同化と反ユダヤ主義
第８～９回　カフカ『ミレナへの手紙』――「ユダヤ人の自己嫌悪」
第10～11回　フランクル『夜と霧』――アウシュヴィッツの経験
第12～13回　リヒター『あのころはフリードリヒがいた』――誰が悪いのか？
第14～15回　シュリンク『朗読者』――過去の罪の相対化

 [履修要件]
特になし

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系９９

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人間中心主義を超えて――ドイツ文学の他者像

 [授業の概要・目的]
この授業では、「人間」と「人間ならざるもの」とのあいだの境界が流動化しつつある現代の状況
をふまえて、「人間」の周縁やその外部に位置する存在が、ドイツ文学のなかでどのように描かれ
てきたかを再検討することによって、人間中心主義を相対化する可能性を探ってみることにしたい。
 
   
  

 [到達目標]
ドイツ文学の作家や作品にかんする知識と理解を深めるとともに、文学作品を通して人間中心主義
とその限界について考察する能力を身につける。  

 [授業計画と内容]
各回のテーマと取り上げる予定の主な作家・作品は、次の通り。 
１　はじめに 
２　人間中心主義とその限界：レッシング『賢者ナータン』／ゲーテ『タウリスのイフィゲーニエ』
／シュティフター『石さまざま』 
３　異類婚：民衆本『うるわしのメルジーナ』／フーケー『ウンディーネ』／バッハマン『去りゆ
くウンディーネ』 
４　動物：ヘルダー『言語起源論』／ホフマン『ある教養ある若者についての報告』／カフカ『あ
るアカデミーへの報告』 
５　子供：ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』／シュティフター『白雲母』／グラス
『ブリキの太鼓』 
６　悪魔：民衆本『ファウスト博士』／ゲーテ『ファウスト』／マン『ファウスト博士』 
７　天使：リルケ『ドゥイノの悲歌』／ベンヤミン『歴史の概念について』／ヴェンダース『ベル
リン・天使の詩』 
８　幽霊：シラー『招霊妖術師』／シュトルム『白馬の騎手』／リルケ『マルテの手記』 
９　夢：ノヴァーリス『青い花』／ホフマン『磁気催眠術師』／シュニッツラー『夢小説』 
10　狂気：ゲーテ『若きヴェルターの悩み』／ホフマン『隠者セラピオン』／ビューヒナー『ヴォ
イツェク』 
11　犯罪：シラー『失われた名誉ゆえの犯罪者』／ホフマン『スキュデリー嬢』／ジュースキント
『香水』 
12　分身：ジャン・パウル『貧民弁護士ジーベンケース』／ホフマン『悪魔の霊液』／ドロステ『
鏡像』 
13　人形・人造人間：クライスト『マリオネット芝居について』／ホフマン『砂男』／ゲーテ『フ
ァウスト』 
14　誰でもないもの：カフカ『山への遠足』／リルケ『墓碑銘』／ツェラン『讃歌』 
15　おわりに

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ドイツ語の知識は必要としない。  

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

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げる作品を、できるだけ自分で読んでみること。    

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



文献文化学系１００

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 河崎　靖
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学入門

 [授業の概要・目的]
印欧語の世界を視野に収めながら、ことばの普遍性・体系性を明らかにすることを目標とする。史
的言語学の諸分野（音論、形態論、統語論等の諸領域）を対象に、言語体系の普遍的な法則性を探
るべく、通時的考究を進める。言語体系の法則性・言語変化のメカニズムを探り、そのあり方を解
明することを通して、言語の本質に迫る。

 [到達目標]
今日の言語学の手法と併せて、言語の史的考察による種々の成果を踏まえ、言語学の方法論上の問
題について考究する力が身に付くようにする。個別言語にとどまらず、言語一般の体系性が把握で
きることを目指す。

 [授業計画と内容]
ドイツ語学の諸分野（音論・形態論・統語論・意味論などの領域）を対象に、言語体系の普遍的な
法則性を探るべく考究を進める。言語の理論的アプローチによる種々の成果を踏まえ、言語学の方
法論上の問題についても考察する。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に研究発表の形式をとる。発表など平常点を主に成績評価を行う。

 [教科書]
授業中に指示する

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材に関し、授業の前後（予習・復習）に課題を課し、授業時に発表できる準備
をしてもらう。

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



文献文化学系１０１

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Expressionistische Literatur (I)

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs sprechen wir über die deutschsprachige Literatur des Expressionismus von ihren Anfängen 
um 1910 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.

 [到達目標]
Der literarische Expressionismus war die wichtigste neue Literaturrichtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Im ersten Teil des Kurses sprechen wir darüber, wie sich der Expressionismus in seiner Frühphase von 
vorangegangenen und gleichzeitigen anderen Literaturrichtungen abzugrenzen versuchte und was seine 
stilistischen wie inhaltlichen Zielsetzungen waren. Wir lesen expressionistische Manifeste, Gedichte sowie 
Auszüge aus Romanen und Dramen.

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung (100 %).

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０２

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

外国人教師 人間・環境学研究科 TRAUDEN，Dieter
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語  ドイツ語

題目  Expressionistische Literatur (II)

 [授業の概要・目的]
In diesem Kurs sprechen wir über die Entwicklung der expressionistischen Literatur seit der Weimarer 
Republik und die Diskussion über diese Literaturrichtung in der Folgezeit.

 [到達目標]
Zu Beginn der Weimarer Republik war der Expressionismus bereits eine etablierte Literaturrichtung. Im 
zweiten Teil des Kurses sprechen wir über die Entwicklungen expressionistischer Literatur bis etwa 1925, die 
Gründe für seine Ablösung durch andere Literaturrichtungen, die sog. "Expressionismusdebatte" sowie das 
Nachleben des expressionistischen Stils nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir lesen Gedichte, Auszüge aus 
Romanen und Dramen sowie theoretische Texte, die sich mit dem Expressionismus auseinandersetzten.

 [授業計画と内容]
Jede Woche wird ein Textbeispiel eines wichtigen expressionistischen Autors der Zeit oder eine theoretische 
Auseinandersetzung mit diesem Stil vorgestellt und vor dem historischen und kulturellen Hintergrund  
interpretiert. Die Studenten erhalten alle notwendigen Informationen, mit deren Hilfe sie die Textanalyse 
selbst vornehmen können.
1. Woche: Vorstellung des Themas.
2. Woche: Überblick über die historischen Entwicklungslinien.
3.-14. Woche: Vorstellung und Interpretation typischer Werke der Epoche  (auch nach Absprache mit den 
Studenten).
15. Woche: "Feedback" - Zusammenfassung des in diesem Semester Erlernten.

 [履修要件]
Die Studenten benötigen ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache, um auch komplexere Texte lesen 
und verstehen zu können. Es wird erwartet, dass sie die jeweils zu besprechenden Texte gut vorbereiten. Eine 
Teilnahme am ersten Teil dieses Kurses ist zwar wünschenswert aber nicht unbedingt notwendig.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Unterrichtsbeteiligung (100 %).

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

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０３

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 岡田　暁生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  モーツァルトの現代性について

 [授業の概要・目的]
モーツァルトは音楽史最大の「天才」として名高い。しかし天才とは何なのか、一体モーツァルト
の何が、どのような意味で不滅なのであるか等については、正面から論じて来られたことはあまり
ない。この講義ではモーツァルトの生きた１８世紀の思想的な文脈から彼の音楽の特質を明らかに
する。  

 [到達目標]
モーツァルトの生涯と主要作品ならびに18世紀啓蒙思想とのつながりについての基本的な知識を習
得する。   

 [授業計画と内容]
1回-３回：モーツァルトの何が比類ないのか（少年時代、天才の概念の歴史、教育パパの問題など
を扱う）
4回－６回：天才と成熟について　（ウィーン時代および自由芸術家について扱う）
7回－10回：「偉大」と「父性」について　（主としてバッハならびにベートーヴェンとの比較）
11－12回：芸術作品の不滅性と賞味期限について　
13－15回：モーツァルトと啓蒙思想（「愛」「礼節」「優美」「メランコリー」等の概念について
扱う）

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配布する  

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

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

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



文献文化学系１０４

科目ナンバリング 　G-LET17 63331 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 岡田　暁生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  モーツァルトと21世紀について

 [授業の概要・目的]
音楽史で最大の天才として名高いモーツァルトであるが、その不滅性は作品の「美的な質」にある
だけではない。21世紀の今日なお彼の音楽は、極めてアクチュアルな時代の問いを我々につきつけ
てくる。この講義ではモーツァルトの音楽を通して、我々が直面している21世紀的な諸問題を考え
る。  

 [到達目標]
この講義ではモーツァルトに「ついて」というより、むしろモーツァルトを「通して」、現代芸術
の諸問題について考える。単なる知識ではなく、身近でアクチュアルな問題について一人一人が自
分自身で思索することを望む。  
 

 [授業計画と内容]
1－３回：モーツァルトを胎教に使ってはいけない （美の冷酷さおよび「人間性」の概念について）

4－9回：ＡＩはモーツァルトをシミュレーションできるか （アドリブ精神（Takt）および時間芸術
の諸問題について）
10－12回：音楽が時間芸術だということの意味 （独創性という概念の歴史 、「表現」と「提示」
の違いについて） 
13－15回：光を追いかけるアインシュタインの夢（芸術のアクチュアリティーと未来性について）

 [履修要件]
特になし

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

ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回レジメを配る予定

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

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

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



文献文化学系１０５

科目ナンバリング 　G-LET17 73345 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（１）   

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

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。  

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
第１回　　　　　はじめに：
　　　　　　　　研究発表の要領について説明し、前期の発表日程について協議する。 
第２回～第６回　修士課程１回生による研究発表： 
　　　　　　　　前年度に提出した卒業論文の内容の報告。 
第７回～第10回　博士後期課程学生による研究発表： 
　　　　　　　　博士論文作成に向けての中間報告。 
第11回～第14回　修士課程２回生による研究発表： 
　　　　　　　　修士論文作成に向けての中間報告。 
第15回　　　　　おわりに：
　　　　　　　　前期の授業の総括。

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

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

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

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



文献文化学系１０６

科目ナンバリング 　G-LET17 73345 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
准教授 文学研究科 川島　隆

 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ語学ドイツ文学の諸問題（２）   

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

 [到達目標]
ドイツ語学ドイツ文学研究のさまざまなテーマや方法にかんする知識と理解を深めるとともに、研
究発表とディスカッションの技法を身につける。   

 [授業計画と内容]
受講者の人数や研究の進捗状況によって変更することもあるが、大まかな授業計画は次の通り。 
第１回～第４回　修士課程２回生による研究発表： 
　　　　　　　　修士論文の中間報告。 
第５回～第６回　学部４回生による研究発表： 
　　　　　　　　卒業論文の中間報告。 
第７回～第10回　博士後期課程学生による研究発表： 
　　　　　　　　博士論文作成に向けての中間報告。 
第11回～第15回　修士課程１回生による研究発表： 
　　　　　　　　修士論文作成に向けての中間報告。

 [履修要件]
ドイツ語学ドイツ文学専修の学生は、できるだけ出席すること。  

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

 [教科書]
発表者が、ハンドアウトを作成して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
発表者が、必要に応じて紹介する。  
 

ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習III)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者は事前に予告編を作成して受講者に配布し、受講者はそれを読んで討論の準備をしておくこ
と。  

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



文献文化学系１０７

科目ナンバリング 　G-LET17 6M181 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 細見　和之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アドルノとアーレントの関係をめぐって

 [授業の概要・目的]
この講義では、アドルノとアーレントの思想を素描したドイツ語論文を精読することで、両者の思
想の大枠を確認することを目的とする。また、ドイツ語論文を精読することで、受講者が高度なド
イツ語の読解能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
受講生は、この講義をつうじて、アドルノとアーレントの思想の大枠について学ぶとともに、広く
20世紀という時代のなかで思想家がどのように生きてきたかについて、ゆたかな知識を得ることが
できる。また、高度なドイツ語の読解能力を身に付けることができる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
アドルノとアーレントのそれぞれの思想の概略を説明する。 
第2回から第14回　ドイツ語論文の精読 
アドルノとアーレントの思想の大枠を描いたドイツ語論文を精読する。 
第15回　まとめ 
アドルノ、アーレントの思想をめぐって受講者が討論することを主たる内容とする。

 [履修要件]
ドイツ語の最低限の読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（90点）、討論参加（10点）を基本にして、総合的に判定する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　ドイツ語論文の精読が基本になりますので、必ず予習をして臨んでください。背景的な知識がか
なり必要になりますが、授業中に指示する参考文献も併読して、アドルノ、アーレントの思想を軸
に、ホロコーストをあいだに挟んだ20世紀の思想の展開に対して強い関心をもっていただきたいと
思います。

（その他（オフィスアワー等））
毎週、火曜日、水曜日の昼休みには、原則として研究室にいますので、お気軽にお訪ねください。
それ以外の時間帯での相談はメールでアポイントを取っていただければと思います。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１０８

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  エコクリティシズム

 [授業の概要・目的]
エコロジーと文学批評を結びつけようとする試みであるエコクリティシズムは、その名が示す通り
英語圏を中心に発展してきたが、自然と人間との関係を主題化することが多いドイツ文学の研究に
も重要な視点をあたえてくれる。この授業では、下記のハンドブックを、受講者の関心に応じて抜
粋して読みながら、ドイツ文学の作家と作品を通して、自然と人間の共生の可能性について考えて
みたい。

Benjamin Bühler: Ecocriticism. Grundlagen - Theorien - Interpretationen. Stuttgart 2016.

 [到達目標]
エコクリティシズムの理論と実践にかんする知識と理解を身につけるとともに、ドイツ語で書かれ
た学術論文の読解力を高める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　本書の内容を概観し、受講者全員で協議のうえ、授業で取り上げる箇所を決定する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを精読すると同時に、そこで言及されている作家や作品についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

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

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

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



文献文化学系１０９

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松村　朋彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ文学研究の基礎知識

 [授業の概要・目的]
この授業では、受講者の興味や関心をふまえて、ドイツ文学研究にかんする基本文献を読む。どの
ようなテーマを扱ったテクストを取り上げるかは、初回の授業時に受講者全員で協議して決定する
ので、初回の授業には必ず出席すること。

 [到達目標]
ドイツ文学研究にかんする基礎知識を身につけるとともに、ドイツ語で書かれた学術論文の読解力
を高める。

 [授業計画と内容]
第１回　はじめに：
　受講者全員で協議のうえ、授業で取り上げるテクストを決定する。
第２回～第14回　テクスト講読：
　テクストを精読すると同時に、そこで言及されている作家や作品についてもあわせて考察する。
第15回　まとめ：
　これまでの授業内容を総括する。

 [履修要件]
ドイツ語中級以上の語学力があること。

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

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は輪読形式で進めるので、必ず下調べしたうえで出席すること。

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



文献文化学系１１０

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 川島　隆
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルプス表象とスイスの国民的アイデンティティ

 [授業の概要・目的]
　「アルプス」は近代ヨーロッパにおける重要な文学的トポスである。ハラーやルソーがアルプス
の山の崇高な美しさや空気のよさを詩や小説の題材として取り上げるのと並行して、スイスは観光
旅行地として高い人気を誇るようになり、ゲーテをはじめ多くのドイツ文学の作家がスイス旅行記
を著した。アルプスの自然美に宗教的救済や癒しの力を見出す流れは、ヨハンナ・シュピーリの小
説『ハイジ』において頂点に達する。その一方で、シラーの戯曲『ヴィルヘルム・テル』のように、
圧政への抵抗や直接民主主義のイメージをスイスの地に付与する流れも無視できない。こうしたア
ルプス表象は今日、映画産業や観光産業とも結びつき、さらに多様な展開を見せている。この表象
の歴史と現在を追うとともに、それがスイスという国家の国民的アイデンティティ形成に果たした
役割を見ていく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。必要に応じて、小説作品
や詩作品も視野に入れる。授業の進行予定は以下のとおり。

第1回　イントロダクション
第2～14 回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

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



文献文化学系１１１

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 川島　隆
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アルプス表象とスイスの国民的アイデンティティ

 [授業の概要・目的]
　「アルプス」は近代ヨーロッパにおける重要な文学的トポスである。ハラーやルソーがアルプス
の山の崇高な美しさや空気のよさを詩や小説の題材として取り上げるのと並行して、スイスは観光
旅行地として高い人気を誇るようになり、ゲーテをはじめ多くのドイツ文学の作家がスイス旅行記
を著した。アルプスの自然美に宗教的救済や癒しの力を見出す流れは、ヨハンナ・シュピーリの小
説『ハイジ』において頂点に達する。その一方で、シラーの戯曲『ヴィルヘルム・テル』のように、
圧政への抵抗や直接民主主義のイメージをスイスの地に付与する流れも無視できない。こうしたア
ルプス表象は今日、映画産業や観光産業とも結びつき、さらに多様な展開を見せている。この表象
の歴史と現在を追うとともに、それがスイスという国家の国民的アイデンティティ形成に果たした
役割を見ていく。

 [到達目標]
当該分野の研究動向を把握し、先行研究を批判的に読み、自分自身の視点を打ち出すことができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、基本的に輪読形式でドイツ語の研究論文を読む。
取り上げるテーマとテキストについては、受講者の希望を考慮しつつ決定する。

第１回　前期の復習と今期の課題の設定
第2～14回　テキスト輪読と討論
第15回　まとめ

 [履修要件]
中級以上のドイツ語の読解能力があること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点のみで評価

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次回読む範囲を、ドイツ語辞書を用いて予め読んでおくこと。

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



文献文化学系１１２

科目ナンバリング 　G-LET17 7M183 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 細見　和之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読する

 [授業の概要・目的]
　この演習では、アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読することで、通常は敵
対的に見られることの多い両者の思想の、差異と同一性を確認し、さらに広く、20世紀の西洋思想
における両者の意義を問い直すことを目的とする。アドルノとアーレントの思想の差異と同一性を
考察することは、たんに両者の思想のみならず、ホロコーストを挟んだ20世紀という時代そのもの
を問い直すことに繋がる。また、ドイツ語論文を精読することで、受講者が高度なドイツ語の読解
能力を身に付けることも目指す。あわせて、受講者自身の研究発表の機会を授業のなかに組み込む
ことで、受講者が研究者として発信する力を身につけることも目指す。

 [到達目標]
　受講生は、この演習をつうじて、アドルノとアーレントの思想の差異と同一性について学ぶとと
もに、広く20世紀という時代のなかで思想家がどのように生きてきたかについて、ゆたかな知識を
得ることができる。また、高度なドイツ語の読解能力を身に付けることができる。さらに、自分自
身の発表の機会をつうじて、研究者として自らの研究内容を発信する力を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
アドルノとアーレントのそれぞれの思想の概略を説明する。また、両者の関係がこれまで一般にど
のように捉えられてきたかについて、解説をくわえる。さらに、ホロコーストという出来事が20世
紀という時代に対して有している意味について、説明する。
第2回から第14回　ドイツ語論文の精読と受講者の発表
アドルノとアーレントの関係に関するドイツ語論文を精読するとともに、受講者による発表の時間
を組み込む。
第15回　まとめ
アドルノとアーレントの関係から見えてくるものについて、受講者で討論することを主たる内容と
する。

 [履修要件]
ドイツ語の最低限の読解能力を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（70点）、発表（20点）、討論参加（10点）を基本にして、総合的に判定する。

ドイツ語学ドイツ文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



ドイツ語学ドイツ文学(演習)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ドイツ語論文の精読が基本になりますので、必ず予習をして臨んでください。背景的な知識がかな
り必要になりますが、授業中に指示する参考文献も併読して、アドルノ、アーレントの思想を軸に、
ホロコーストをあいだに挟んだ20世紀の思想の展開に対して強い関心をもっていただきたいと思い
ます。また、自分の発表に際しては、それぞれの研究テーマに引き寄せて、積極的に取り組んでく
ださい。

（その他（オフィスアワー等））
毎週、火曜日、水曜日の昼休みには、原則として研究室にいるようにしていますので、お気軽にお
訪ねください。それ以外の時間帯の場合、メールでアポイントを取っていただけるとありがたいで
す。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１３

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  John Donne, La Corona Sonnets, Holy Sonnets研究

 [授業の概要・目的]
初期近代イングランドを代表する詩人の一人であるJohn Donneが書いた宗教詩の内、La Corona 
SonnetsとHoly Sonnetsに解説を加えながら精読し、詩中で提示される諸問題を考察する。

 [到達目標]
・初期近代の詩（特にソネット形式の詩）の読み方を身につける。 
・John Donneの詩言語の特徴を理解し、そのリズムを身につける。 
・授業で扱う詩に描かれた宗教と英文学の関係を理解する。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクション　John Donne並びに授業で扱う詩の解説 
第２回：La Corona Sonnets 1 / 2 の精読と解釈 
第３回：La Corona Sonnets　3 / 4 の精読と解釈 
第４回：La Corona Sonnets　5 / 6 の精読と解釈 
第５回：La Corona Sonnet 7 / Holy Sonnet 1 の精読と解釈 
第６回：Holy Sonnets　2 / 3 の精読と解釈 
第７回：Holy Sonnets　4 / 5 の精読と解釈 
第８回：Holy Sonnets　6 / 7 の精読と解釈 
第９回：Holy Sonnets　8 / 9 の精読と解釈 
第１０回：Holy Sonnets　10 / 11 の精読と解釈 
第１１回：Holy Sonnets　12 / 13 の精読と解釈 
第１２回：Holy Sonnets　14 / 15 の精読と解釈 
第１３回：Holy Sonnets　16 / 17 の精読と解釈 
第１４回：Holy Sonnets　18 / 19 の精読と解釈 
第１５回：全体のまとめ 

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
第3－15回は毎回授業の冒頭に、前週扱った詩を暗記してきたものを筆記し、解釈とともに提出す
る。この提出物によって評価をする。正当な理由がなく2回提出がなかった場合または白紙（もし
くは白紙に近いと判断されるもの）が提出された場合は、単位は与えられない。 

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

定期試験は行わない。

 [教科書]
John Donne 『John Donne’s Poetry (Norton Critical Text)』（W.W.Norton）ISBN:978-0393926484

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回に割り当てたソネットについては、英英辞典などを使って十分に予習をしてから授業に臨むこ
と。授業後は、授業中の解説を理解したうえで、指定された暗記をすること。

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



文献文化学系１１４

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義) 
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語圏の小説理論と批評

 [授業の概要・目的]
英語の小説理論をヘンリー・ジェイムズから説き起こすと共に、小説批評の実践例をいくつか取り
上げて精査する。

 [到達目標]
小説理論に関する基本的な知識を獲得するとともに、それを発展的に生かす能力を養う。また、小
説を批評するとは具体的に何をすることなのか、考える力を養う。
 

 [授業計画と内容]
第１回：序論
第２回：ヘンリー・ジェイムズ「小説の芸術」　前半の解説
第３回：ヘンリー・ジェイムズ「小説の芸術」　後半の解説
第４回：ヴァーノン・リーの小説論
第５回：パーシー・ラボックの小説論
第６回：ウェイン・ブースの小説論『小説の修辞学』　前半の解説
第７回：ウェイン・ブースの小説論『小説の修辞学』　後半の解説
第８回：イアン・ワットによる『大使たち』論　前半の解説
第９回：イアン・ワットによる『大使たち』論　後半の解説
第１０回：レオ・シュピッツァーの文体論　序論
第１１回：レオ・シュピッツァーの文体論　発展的解説
第１２回：デイヴィッド・ロッジの小説批評　序論
第１３回：デイヴィッド・ロッジの小説批評　発展的解説
第１４回：まとめ
第１５回：フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末レポートによって評価する。

英語学英米文学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
必要に応じてプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
望まれる予習、復習については授業中に説明する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１１５

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  多文化的空間としてのカリフォルニア

 [授業の概要・目的]
様々な文化が相互嵌入する空間としてのカリフォルニアを描いた英語テクストを通じて、アメリカ
文化の多様性、異人種間の交流の歴史を学び、そこから他者との相互交流の可能性について考察す
る。異文化体験について英語で討論することによって、多様な文化のあり方を実践的に理解する。
異文化交流の実践の一環として、本学の留学生あるいは文学部外国人教員を招請し、異文化に身を
置くことについて、受講生も交えて英語でのパネルディスカッションを行い、異文化間コミュニケ
ーションの理解を深める。   

 [到達目標]
授業の到達目標及びテーマ
・世界の文化の多様性や、異文化間コミュニケーションの現状と課題を理解する
・多様な文化的背景を持った人々との交流を通じて、文化の多様性および異文化交流の意義につい
て体験的に理解する
・英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解する 

 [授業計画と内容]
第１回：【序論】　20世紀初頭におけるカリフォルニアの初期の移民文化を描出する英語テキスト
を読み、その歴史と発生を確認する
第２回：【移民コミュニティの様相】1930年代から1940年代にかけてのカリフォルニアにおける日
系移民のコミュニティの在り方を学ぶために、トシオ・モリ “The Woman Who Makes Swell 
Doughnuts”を読む
第３回：【移民の価値観】1930年代から1940年代にかけてのカリフォルニアにおける日系移民の思
想的側面を学ぶために、トシオ・モリ “The Seventh Street　Philosopher”を読む
第４回：【移民の娯楽文化】1930年代から1940年代にかけてのカリフォルニアにおける日系移民の
娯楽文化を学ぶために、トシオ・モリ “Toshio Mori”を読む
第５回：【祖国と移住先における女性の地位】中国本土およびサンフランシスコの中華街における
女性の社会的位置を、マキシン・ホン・キングストンの“No Name Woman”の読解を通じて検討す
る
第６回：【移民の伝統継承】中国系アメリカ人女性による中国本土の伝承文化の再構築の方法をマ
キシン・ホン・キングストン“White Tigers”の読解を通じて検討する
第７回：【移民一世と移民二世の世代間の衝突】マキシン・ホン・キングストン “A Song for a 
Barbarian Reed Pipe”に描かれる中国系移民一世と二世の対立を読むことで、世代間の相互理解に向
けての課題を把握する
第８回： 【異文化体験についてのパネルディスカッション】前半のまとめとして、これまで授業で
学んできた知見を活かして、本学の留学生等、外国から来た人々と英語で意見交換を行う
第９回： 【移民のユース・カルチャー】1930年代のアルメニア系移民の若者像をウィリアム・サロ
イヤン“The Daring Young Man on the Flying Trapeze”の読解を通じて理解する
第１０回：【移民の自己定位】1930年代のアルメニア系移民がどのようにアメリカ社会においてア

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

イデンティティを確立するのかということを、ウィリアム・サロイヤン “Seventy Thousand 
Assyrians”を通じて考察する
第１１回：【異なる出自の移民間交流】1930年代におけるアルメニア系移民とフィリピン系移民の
異文化間交流の様子を、ウィリアム・サロイヤン “The Filipino and the Drunkard”を通じて理解す
る
第１２回：【アメリカの自然と禅思想】カリフォルニアのサンタルチア高地を背景に、日本の禅文
化とアメリカの自然についての関わりを、ゲイリー・スナイダー “The Etiquette of Freedom”を読
むことで理解する
第１３回：【人間と自然の共存】カリフォルニアの自然と人間の健全な関わり合いの在り方を考察
したゲイリー・スナイダー “Blue Mountains Constantly Walking”を読み、環境問題について検討す
る
第１４回：【異種族間交流】動物と人間の関係性について、ゲイリー・スナイダー “The Woman 
Who Married a Bear”を読むことで理解する
第１５回：【総論】人種・民族・種族等、様々な社会文化的側面において多様な在り方がせめぎ合
う場としてのカリフォルニアを包括的に理解する

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回で取りあげる。発表は担当するテキストに関するもので、20分
から30分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期末レポートは授
業内で取りあげたテキストに関するものとする。

 [教科書]
テキストはすべてウェブにアップロードする  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前にテキストを必ず読んでから授業に参加すること。内容確認のために毎回小テストを行う予定。
   

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



文献文化学系１１６

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  翻訳実践

 [授業の概要・目的]
異文化を理解するための根幹的な作業の一つが異なる文化を媒介する言語の翻訳である。本授業で
は、翻訳を通して英語圏の文化、社会、歴史に関する一般的な知識を習得すること、そして翻訳の
実践とその際に生じる諸問題の考察を通じて、文化の多様性への関心と敬意を培い、文化間の交流
・架橋の試みに伴う困難や意義を具体的に身をもって学ぶ。 

 [到達目標]
・世界の文化の多様性や、異文化間コミュニケーションの現状と課題を理解する。 
・多様な文化的背景を持った人々との交流を通じて、文化の多様性および異文化交流の意義につい
て体験的に理解する。 
・英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解する。 

 [授業計画と内容]
授業計画 
第１回：イントロダクション～異文化理解と翻訳 
第２回：翻訳を通じた異文化との出会い～その基礎と心得、現状と課題 
第３回：コミュニケーションとしての翻訳（１）：異文化間架橋に伴う困難の諸側面を概観する 
第４回：コミュニケーションとしての翻訳（２）：英語と日本語の差異および背景となる英語圏文
化と日本文化の差異のイメージをつかむ 
第５回：英語的思考と日本語的思考（１）：翻訳技術の必要性の背後にある英語圏と日本の言語文
化的差異を理解する 
第６回：英語的思考と日本語的思考（２）：英語と日本語の言語構造に反映された英語圏と日本の
文化的差異を理解する 
第７回：異文化テクストの同化の仕方（１）：英語と日本語の言語文化間の差異を踏まえた適切な
距離の縮め方を探る 
第８回：異文化テクストの同化の仕方（２）：日本語と英語における代名詞の位置づけの違いとそ
の言語文化的意味合いを考察する 
第９回：異文化テクストの異質性の活かし方（１）：訳語の統一等によって英語と日本語との根本
的なずれ（ひいては異文化間の世界観のずれ）をあえて可視化し、そうした違和を異文化の異質性
としてテクストに残すことの意義を考える 
第１０回：異文化テクストの異質性の活かし方（２）：ルビ等の活用法から英語文化を日本語に同
化させつつもその異質性を維持尊重するための折衷的手段を検討する 
第１１回：言語と文化の差異を超えて（１）：言葉の意味に加えて音やリズムも翻訳に生かすとい
う難題に取り組んでみることで、言語文化的越境の新たな可能性を探る 
第１２回：言語と文化の差異を超えて（２）：英語の言葉遊びを日本語に置き換える方法を模索す
ることを通じて、言語とユーモアの関係の文化間差異を検討し、その架橋の可能性を探る 
第１３回：翻訳の限界と可能性（１）：感覚的表現、詩的表現等、文化的差異の深層に根差した難
解な表現を安易な解釈を避けつつ日本語化してみることで、異文化との邂逅から生じる創造的可能
性を探る 

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

第１４回：翻訳の限界と可能性（２）：ここまでの実践を踏まえて翻訳を通じた異文化間コミュニ
ケーションの限界と可能性について考察する 
第１５回：まとめとディスカッション：翻訳にまつわる諸問題について、留学生や外国人教員を交
えて受講者全員でディスカッションを行う

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（60％）と期末の翻訳課題（40％）を合わせて評価する。平常点は、学期を通じた授業への
貢献度を評価する。期末課題については、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
David Bellos 『Is That a Fish in Your Ear?: The Amazing Adventure of Translation』（Penguin）ISBN:
978-0241954300

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回、こちらで指定した英文テクスト（短めのもの）を数名の担当者が翻訳した原稿を全員で検討
するという形で授業を進めるので、翻訳担当の受講者には、翻訳原稿および翻訳の際に気になった
点をまとめたメモを事前にメールで提出してもらう。他の受講者も、その回のテクストを熟読して
自分なりの翻訳のイメージを形作り、担当者の翻訳について的確なコメントができるよう準備して
おくこと。 

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



文献文化学系１１７

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 谷口　一美
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や近刊の論文集を中心とし、重要な英語
論文を取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内容について、全員でディスカッションを
行う。

授業計画
第１回：ガイダンス
第２回：認知文法 (論文1前半) 
第３回：認知文法 (論文1後半) 
第４回：認知文法 (論文2前半)
第５回：認知文法 (論文2後半) 
第６回：構文文法（論文1前半）
第７回：構文文法 (論文1後半)
第８回：構文文法（論文2前半）
第９回：構文文法 (論文2後半) 
第10回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文1前半)
第11回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文1後半) 
第12回：認知文法・構文文法の応用的研究（論文2前半）
第13回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文2後半) 
第14回：全体の総活とディスカッション
第15回：フィードバック

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



文献文化学系１１８

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 谷口　一美
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、主観性など言語の意味拡
張に関わる様々な現象を考察する。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
授業では受講生の興味関心や履修状況に応じて、以下の認知言語学（特に認知意味論）の主要テー
マをいくつか取り上げ、文献を講読する。それぞれ2週前後、授業を行う予定である。 

第1回：イントロダクション
第2-3回：言語学と心理学の関わり (1)：図と地の分化 
第4-5回： 言語学と心理学の関わり（2)：視線と主観性 
第6-7回： カテゴリー化と言語 (1)：プロトタイプ・カテゴリー 
第8-9回：カテゴリー化と言語 (2)：抽象化とスキーマ 
第10-11回：イメージ・スキーマと言語の意味 
第12-13回：意味の拡張：メタファーとメトニミー 
第14回：文法構文と意味
第15回：フィードバック

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

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



文献文化学系１１９

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 水野　尚之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　Herman MelvilleのMoby-Dickを読む。

 [授業の概要・目的]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Herman Melvilleの大作Moby-Dickは、その複雑な成立事情、
時代背景、象徴性などにより、これまでに様々な解釈がなされてきた。２１世紀 の読者である我々
がこの作品を読む時、どのような読み方が可能か考える。学期末に各自の作品解釈をレポートにま
とめることを課す。論文・レポートの書き方も指導する。

 [到達目標]
　１９世紀アメリカ文学を代表する作家Herman MelvilleのMoby-Dickを精読し、 作品についての様
々な解釈を試みる。資料収集の方法も学ぶ。  

 [授業計画と内容]
　授業では毎回１０章を目安に読み進む。 

第１回 　Melville文学を概観する。 
第２回　第１章～第１０章を精読する。 
第３回　第１１章～第２０章を精読する。 
第４回　第２１章～第３０章を精読する。 
第５回　第３１章～第４０章を精読する。 
第６回　第４１章～第５０章を精読する。 
第７回　第５１章～第６０章を精読する。 
第８回　第６１章～第７０章を精読する。 
第９回　第７１章～第８０章を精読する。 
第１０回　第８１章～第９０章を精読する。 
第１１回　第９１章～第１００章を精読する。 
第１２回　第１０１章～第１１０章を精読する。 
第１３回　第１１１章～第１２０章を精読する。 
第１４回　第１２１章～第１３０章を精読する。 
第１５回　Moby-Dickについての様々な解釈を紹介する。レポートの書き方についての　資料を配
布する。

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に解釈する。

 [教科書]
授業中に指示する
　テキストは主として授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回扱う章について、十分に予習をして授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
　火曜日、金曜日の昼休み（１２時から１３時）。 　

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２０

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 水野　尚之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文芸表象論 　

 [授業の概要・目的]
　　Herman Melvilleの短編小説を読む。 

　“Moby-Dick"の作者Herman Melvilleの短編"The Piazza"、”Bartleby"、”Benito　Cereno"、”The 
Lightning-Rod Man”、”The Encantadas or Enchanted Isles"、”The Bell-Tower"を精読する。寓意性、
象徴性、作家の自伝的要素、時代背景、ロマン主義的要素など、多様な観点からの分析が可能な作
品である。学期末にレポートを課す。 

 [到達目標]
 　１９世紀中葉のやや古いアメリカ英語の書き物を読みこなす力をつける。 
　アメリカ文学の作品を、明確な方法論によって分析し、レポートにまとめる能力を養う。 

 [授業計画と内容]
　　比較的短い作品は、２回ほどの授業で扱う。訳読を主とするが、参考・補助資料も適宜読む。
学期末のレポート（どれか２作品について論じる）に備える。

第１回　メルヴィルの文学を概観する。
第２～３回　"The Piazza"を精読する。
第４～５回　"Bartleby"を精読する。
第６～８回　"Benito Cereno"を精読する。
第９～１０回　”The Lightning-Rod Man"を精読する。
第１１～１３回　"The Encantadas or Enchanted Isles"を精読する。
第１４～１５回　"The Bell-Tower"を精読する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常の授業への取り組み（５０％）と学期末レポート（５０％）により、総合的に評価する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
　テキストは主として授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業で扱う作品について、十分に予習すること。 

（その他（オフィスアワー等））
　　火曜日,金曜日の昼休み（１２時から１３時）

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２１

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「バースの女房の物語」(The Wifeof Bath's Tale)を取り上
げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　英語史の復習
第2回　『カンタベリー物語』の写本と刊本
第3回　チョーサーの英語概観　
第4回　辞書の引き方
第5回　「総序の歌」(General Prologue)におけるバースの女房
第6回～第7回　「バースの女房の序」精読(1)
第8回　チョーサーの英語(1)－発音と綴り字
第9回～第10回　「バースの女房の序」精読(2)
第11回　チョーサーの英語(2)－代名詞
第12回～第13回　「バースの女房の序」精読(3)
第14回　チョーサーの英語(3)－否定構文
第15回　まとめ

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

※「特殊講義」ではあるが、テキストの精読を重視するので受講者には事前の準備が求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen.ed.) 『_The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・授業で取り上げられた項目について英語史の概説書・研究書を参照し、理解を深めることが求め
られる。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２２

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

三重大学　教育学部　教授 西村　秀夫
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Chaucer研究

 [授業の概要・目的]
イギリス中世期最大の詩人ジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer 1343?-1400)の代表作『カンタ
ベリー物語』(_The Canterbury Tales_)から「バースの女房の物語」(The Wifeof Bath's Tale)を取り上
げて精読し、

・チョーサーの英語に親しむこと
・チョーサーの英語を手掛かりに、英語史で学んだ事項を検証すること
・チョーサー文学の特質、その背後にある世界観を理解すること

をめざす（前期からの継続）。

 [到達目標]
この授業では、

・チョーサーの英語を理解するために必要な事項（音韻・形態・語彙・統語・意味・文体等）を学
びながら、彼の詩作の技法を探求すること

・辞書(OED, MED)や諸注釈書を丹念に参照しながらテキストと向き合う態度を身につけること

・現代英語との関連を常に意識し、現代英語に対する理解を深めること

を目標にする。

 [授業計画と内容]
第1回　前期の復習
第2回～第3回　「バースの女房の序」精読(4)
第4回　チョーサーの英語(4)－非人称構文
第5回～第6回　「バースの女房の物語」精読(1)
第7回　チョーサーの英語(5)－語彙
第8回～第9回　「バースの女房の物語」精読(2)
第10回　チョーサーの英語(6)－語順
第11回～第12回　「バースの女房の物語」精読(3)
第13回　チョーサーの英語(7)－詩作の技巧
第14回　Marriage Groupにおける「バースの女房の物語」の位置
第15回　まとめ

※「特殊講義」ではあるが、テキストの精読を重視するので受講者には事前の準備が求められる。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートで評価する。評価方法も含めて、授業の進め方を第1回目に説明するので、
受講を考えている人は必ず出席すること。

 [教科書]
Larry D. Benson (gen. ed.) 『_The Riverside Chaucer_ 3rd edn』（Oxford University Press）ISBN:978-
0199552092
Riverside版以外のテキストの使用も歓迎する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
※第1回目の授業で参考文献のリストを配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
・授業で取り上げられた項目について英語史の概説書・研究書を参照し、理解を深めることが求め
られる。

（その他（オフィスアワー等））
・受講にあたっては入念な下調べが要求される。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２３

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都府立大学　文学部　准教授 出口　菜摘
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Margaret Atwoodの詩と評論を読む

 [授業の概要・目的]
この授業ではカナダの作家・詩人であるMargaret Atwoodの詩集Power Politics(1971)に収録された作
品を読解・考察し翻訳する。作品にあらわれるモチーフやイメージ、文体上の特徴に注意を払うこ
とで、作品のテーマに接近し、その上で翻訳においてはどのような日本語を選択するかについて議
論する。アトウッドの問題意識や批評態度を確認するために、評論やインタヴューも読み進める。
授業は講義方式を基本とするが、適宜ディスカッションを導入する。

 [到達目標]
Margaret Atwoodの詩・評論を読み解く読解力を身につける。また、作品の文体上の特徴や修辞的技
法を踏まえたうえで、独自の視点で作品全体を考察する力を養う。

 [授業計画と内容]
１. He reappears 
２．She considers evading him
３．They eat out(1)
４．They eat out(2)
５．評論 
６．Their attitudes differ
７．They travel by air(1) 
８．They travel by air(2) 
９．インタヴュー記事
10．Small tactics
11．There are better ways of doing this(1)
12．There are better ways of doing this(2)
13．He shifts from east to west(1)
14．He shifts from east to west(2)
15. 期末レポート・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60%(出席状況、コメントやディスカッション等)と期末レポート40%で判断する。レポート
の内容については授業時に指示する。

 [教科書]
Margaret Atwood 『Power Politics:Poems』（List）ISBN:1487004559（各自で準備のこと）
評論については初回授業でプリントを配布する。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを精読のうえ問題点とテーマを整理し、日本語訳を用意すること。

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



文献文化学系１２４

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

関西学院大学　文学部　教授 西山　けい子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  The Scarlet Letterにおける嘘・欺瞞・真実

 [授業の概要・目的]
HawthorneのThe Scarlet Letterを読み、そこに現れる嘘、欺瞞、秘密、真実という主題について考察
する。

 [到達目標]
・Hawthorneの代表作を読んで、文体および作品構成の特徴について説明できる。
・The Scarlet Letterにおける嘘と真実のテーマについて考察を深める。
・作品を解釈するにあたって、「嘘」の言説についての批評的アプローチを知る。
・個別の作品から普遍的なテーマを取り出すことができる。

 [授業計画と内容]
導入として短編をひとつ読んで主要なポイントを講義したあと、受講生からのコメントを受けて細
部を検討し、議論しながら理解を深めていきたい。
第1回: 導入 "Wakefield"
第２回：The Custom-House / I. The Prison-Door
第３回：II. The Market-Place / III. The Recognition
第４回：IV. The Interview / V. Hester at her Needle
第５回：VI. Pearl / VII. The Governor's Hall
第６回：VIII. The Elf-Child and the Minister / IX. The Leech
第７回：X. The Leech and his Patient / XI. The Interior of a Heart
第８回：XII The Minister's Vigil / XIII. Another View of Hester
第９回：XIV. Hester and the Physician / XV. Hester and Pearl
第10回：XVI. A Forest Walk / XVII. The Pastor and his Parishioner
第11回：XVIII. A Flood of Sunshine / XIX. The Child at the Brook-Side
第12回：XX. The Minister in a Maze / XXI. The New England Holiday
第13回：XXII. The Procession / XXIII. The Revelation of the Scarlet Letter
第14回：XXIV. Conclusion
第15回  まとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50％）、レポート（50％）により評価する。
平常点とは、コメントシートの提出および授業での発言、参加度を総合的に評価するもの。レポー
ト課題については、授業内で具体的に指示する。

 [教科書]
Nathaniel Hawthorne 『The Scarlet Letter』（Penguin Classics）ISBN:0143107666

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された箇所を読んで、コメントや質問を用意したうえで、授業に臨むこと。

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



文献文化学系１２５

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

佛教大学　　　　　　　
文学部英米学科 准教授 メドロック　麻弥
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Vladimir Nabokov研究 -- Transparent Thingsを読む

 [授業の概要・目的]
Vladimir Nabokov (1899-1977)晩年の英語小説 Transparent Things (1972)を精読し、Nabokovの文章技
法を学ぶ。

 [到達目標]
●比較的難解な英文を読み解く想像力と思考力を習得する
●Nabokovの文体について説明することができるようになる 
●文学作品の緻密な読み方を習得する 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回　Transparent Things 1-3章
第3回　Transparent Things 4-5章
第4回　Transparent Things 6-8章
第5回　Transparent Things 9-10章
第6回　Transparent Things 11-12章
第7回　Transparent Things 13-14章
第8回　Transparent Things 15-16章
第9回　Transparent Things 16-17章
第10回　Transparent Things 18-19章
第11回　Transparent Things 20-21章
第12回　Transparent Things 22-23章
第13回　Transparent Things 24-25章
第14回　Transparent Things 26章
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点70点＋学期末レポート30点として評価する。
平常点としては、予習の状況、授業への貢献を評価する。
レポートでは、作品の基本的な理解度や、精読を通して得られた問題点について論理的に分析して
いるか、といった点を評価する。

 [教科書]
Vladimir Nabokov 『Transparent Things』（Penguin Classics）ISBN:10: 9780141198040

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回テキストを７－８ページほど読み進めます。自分なりの日本語訳ができるように、指定範囲を
毎回予習して授業にのぞんでください。難しめの英語ですので、個人差はありますが予習には時間
がかかります。訳の難しいところにはゆっくり時間をかけて、丁寧に取り組むよう心がけてくださ
い。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはありません。質問、連絡等は電子メールで受け付けます。
maya-m@bukkyo-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２６

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学　文学部　准教授 藤井　光
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  2018年のアメリカ短編小説を翻訳する  

 [授業の概要・目的]
現代アメリカ作家たちの短編小説のなかで、2018年に出版されたものを取り上げ、読解を交えなが
ら翻訳を試みていく。作品に書き込まれた社会問題に対する視点はどのようなものかを確認しなが
ら、それを日本語に表現する際のさまざまな問題について、翻訳実践を通じて探求する。

 [到達目標]
翻訳の作業を通じて、英語を正確に読み取れるようになること。 
翻訳における社会背景などのリサーチを正確に行えるようになること。
現代アメリカ作家の作風としての寓話性や政治・社会意識を把握できるようになること。

 [授業計画と内容]
一作品を4~5回かけて翻訳していく。
第一回 イントロダクション
第二回 Nana Kwame Adjei-Brenyah, "Finkelstein 5"(1)"Black Lives Matter"と作家たち
第三回 Nana Kwame Adjei-Brenyah, "Finkelstein 5"(2)翻訳ディスカッション1 
第四回 Nana Kwame Adjei-Brenyah, "Finkelstein 5"(3)翻訳ディスカッション2
第五回 Nana Kwame Adjei-Brenyah, "Finkelstein 5"(4)翻訳ディスカッション3
第六回 Jen Silverman, “The Safest Place in the World”(1)移住と日本
第七回 Jen Silverman, “The Safest Place in the World”(2)翻訳ディスカッション1 
第八回 Jen Silverman, “The Safest Place in the World”(3)翻訳ディスカッション2
第九回 Jen Silverman, “The Safest Place in the World”(4)翻訳ディスカッション3
第十回 Chaya Bhuvaneswar, “A Shaker Chair”(1)南アジア作家とジェンダー 
第十一回 Chaya Bhuvaneswar, “A Shaker Chair”(2)翻訳ディスカッション1
第十二回 Chaya Bhuvaneswar, “A Shaker Chair”(3)翻訳ディスカッション2 
第十三回 Chaya Bhuvaneswar, “A Shaker Chair”(4)翻訳ディスカッション3 
第十四回 番外編：Sabrina Orah Mark (1)ユダヤ作家の新世紀
第十五回 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点100%(各作品の翻訳およびディスカッション参加)

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
それぞれの作品を事前に読み、指定箇所を翻訳してくること。

（その他（オフィスアワー等））
教員の連絡先については、初回時の授業で配布する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２７

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  女の一生ー18世紀イギリス小説の女性主人公ロクサーナの生き様  

 [授業の概要・目的]
ダニエル・デフォーの作品と言えば『ロビンソン・クルーソー』が最も有名だが、実は女性主人公
の物語の傑作も書いている。本講義では2017年の講義で取り上げた『モル・フランダース』と並び
立つ『ロクサーナ』(1724)を取り上げる。ロクサーナはこの作品の女性主人公であり、18世紀イギ
リスの女性、特に庶民の女性がどう生きたかについての厳しい状況を知ることができる。もちろん
実を踏まえたフィクションであるし、劇的な浮き沈みの物語とすることで当時の読者に受容された
わけだから、この「虚」のおもしろさの根幹を読解することも目的とする。

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。18世紀の女性を描いた小説を読解することで、
受講生は18世紀文化への理解を深めることができる。また、特に女性の自立に関して文学としては、
イギリス史で初めて極めてラディカルな発言を行っている。このラディカルさに関して、現代の女
性像に照らしてどのようなことが考えられるかについて受講生は洞察を得ることが期待される。

 [授業計画と内容]
　『ロクサーナ』は比較的長い作品なので、授業では前期に前半、後期に後半について講義を行う。
ページ数を授業回数で割って着実に進んでいく。（前期１・イントロダクション、２～１５・1頁
～156頁。後期１～１５・157頁～330頁)、プラス・フィードバック。講義であるから受講生を授業
中に指名して意見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書
いてもらい、質問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。論点に関し
ては、その回ごとにテーマを設定する。

 [履修要件]
　特になし。英語で小説を読むことが好きな学生の受講を希望する。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Daniel Defoe 『Roxana』（Oxford University Press, Reissued 2008）ISBN:978-0-19-953674-0

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として日本語でおこなう。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２８

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学大学院　
文学研究科 教授 服部　典之
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  女の一生ー18世紀イギリス小説の女性主人公ロクサーナの生き様 

 [授業の概要・目的]
ダニエル・デフォーの作品と言えば『ロビンソン・クルーソー』が最も有名だが、実は女性主人公
の物語の傑作も書いている。本講義では2017年の講義で取り上げた『モル・フランダース』と並び
立つ『ロクサーナ』(1724)を取り上げる。ロクサーナはこの作品の女性主人公であり、18世紀イギ
リスの女性、特に庶民の女性がどう生きたかについての厳しい状況を知ることができる。もちろん
実を踏まえたフィクションであるし、劇的な浮き沈みの物語とすることで当時の読者に受容された
わけだから、この「虚」のおもしろさの根幹を読解することも目的とする。 

 [到達目標]
　文学作品の読解は、文法的表面的なものだけでは不十分で、社会的状況、文学伝統、作者の特質
など、極めて多層的な視線で読まなくてはならない。18世紀の女性を描いた小説を読解することで、
受講生は18世紀文化への理解を深めることができる。また、特に女性の自立に関して文学としては、
イギリス史で初めて極めてラディカルな発言を行っている。このラディカルさに関して、現代の女
性像に照らしてどのようなことが考えられるかについて受講生は洞察を得ることが期待される。

 [授業計画と内容]
　『ロクサーナ』は比較的長い作品なので、授業では前期に前半、後期に後半について講義を行う。
ページ数を授業回数で割って着実に進んでいく。（前期１・イントロダクション、２～１５・1頁
～156頁。後期１～１５・157頁～330頁)、プラス・フィードバック。講義であるから受講生を授業
中に指名して意見を求めたり議論をしたりはしないが、毎回授業の終わりにコメントペーパーを書
いてもらい、質問や感想を記入してもらい、それを次回の講義でフィードバックする。論点に関し
ては、その回ごとにテーマを設定する。

 [履修要件]
　特になし。英語で小説を読むことが好きな学生の受講を希望する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　コメントペーパーを重視することもあり、出席は必須である（やむを得ない事情があるときはあ
らかじめ通知すること）。授業参加が40パーセント、期末に書いてもらうレポートが60パーセント
で授業評価を行う。

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Daniel Defoe  『Roxana』（Oxford University Press, Reissued 2008）ISBN:978-0-19-953674-0  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 あらかじめ授業で進む範囲に目を通しておいてください。

（その他（オフィスアワー等））
授業は原則として日本語で行う。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１２９

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Karin L. Swanson
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Elementary Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to refine their English writing skills, particularly those 
skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

 [到達目標]
This class`s primary goal is improvement of skills related to academic writing. At the completion of the class, 
students who have successfully understood, practiced and mastered these skills will be be able to formulate 
and organize their ideas for an essay, work through successive drafts or versions of the essay, engage in self- 
and peer-editing, and to revise their writing through these stages. 

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous one, meaning that regular attendance is 
necessary in order not to fall behind.

There will be weekly homework which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook and other times being editing of students` writing. 

In some cases, this will be followed by instruction in rhetorical language or grammar related to specific types 
of essay writing.

The semester will be almost equally divided into three study units: moving from paragraph to short essay 
writing, descriptive essays, and finally narrative essays.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There are no examinations as this is a writing class.

Evaluation will be decided in the following way:
Attendance     26%
Homework in the textbook 26%
Completed essays    48%

 [教科書]
A. Savage & P. Mayer 『Effective Academic Writing 2: The Short Essay』（Oxford University Press）
Students should bring the textbook to the first class as we will begin it from that first session.

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework will be assigned and checked for completion the following week.

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



文献文化学系１３０

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Karin L. Swanson
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Advanced Academic Writing in the Humanities

 [授業の概要・目的]
This course is designed to assist students who wish to further refine their English writing skills, particularly 
those skills needed to compose advanced-level academic papers and to create polished essays such as those 
characteristic of literary criticism.

 [到達目標]
The class`s primary goal remains, as in the first semester, an improvement of skills related to academic 
writing.

Building on the foundation built during the spring term, students will continue to structure, compose and 
refine essays from conceptual to finished stages.

At the completion of the course, students will have increased the varieties of essays they have written, which 
will give them not only expertise, but confidence to go on to longer essays. They will be able to more 
independently formulate longer essays from start to completion, and will have increased their critical thinking.
 

 [授業計画と内容]
Each meeting of the class will be a continuation of the previous week`s, making regular attendance necessary 
in order not to fall behind.

There will be weekly homework, which will be checked at the beginning of the class, sometimes being from 
the textbook, other times editing of students` writing.

In some cases, this will be followed by introduction of rhetorical language or grammar presentations related 
to specific types of essays.

The class will be divided into three study units, focussing on three types of essays: Opinion, Compare and 
Contrast, and Cause and Effect.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There are no examinations for this writing class.

Evaluation will be determined as follows:
Attendance     26%

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

Homework in the textbook      26% 
Completed Essays      48%

 [教科書]
A. Savage & P. Mayer 『Effective Academic Writing 2: The Short Essat』（Oxford University Press）
Students should bring the textbook to the first class as well as always bring a dictionary to be used when 
writing.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Weekly homework will be assigned and checked for completion. 

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



文献文化学系１３１

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（特殊講義）
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 竹村　はるみ
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  近代初期英文学における騎士道ロマンスの系譜

 [授業の概要・目的]
中世の騎士道ロマンスや19世紀のゴシック・ロマンス、果ては現代のファンタジー文学やライトノ
ヴェルに至るまで、波瀾万丈の恋を描いた物語を基軸とするロマンスは、長い歴史の中で様々に姿
を変えて逞しく生き延びてきた不撓不屈の文学ジャンルと言える。本講義では、ロマンスの原型で
ある騎士道ロマンスが近代初期イングランドにおいて辿る発展と変容のプロセスを概観すると共に、
想像文学(imaginative literature)の髄として騎士道ロマンスを位置づけ、様々な概念、作品構造、主題
とモティーフの比較分析を行う。また、騎士道ロマンスの受容のあり方を文化史的に捉えることを
通して、文学と大衆文化の双方向的関係について考察する。

 [到達目標]
（1）多種多様なジャンルの文学作品を英語で読解する力を身につける。
（2）複数の作品を主題や構造といった文学的観点から比較分析し、作品の特性を実証主義的に考
察する力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　ロマンスとは何か？
第2回　ロマンス事始め―アーサー王伝説と騎士道ロマンス
第3回　騎士の恋―ロマンス的恋愛の奥義
第4回　魔女が棲む島ールネサンスの幕開けとイタリアの騎士道ロマンス
第5回　ロマンスの船は地球をめぐるー大航海時代のファンタジー
第6・7回　ロマンシング・イングランド―女王の時代とそのロマンス
第8回　騎士達の闘争―政治化するロマンス
第9・10回　異性装の騎士―騎士道ロマンスのジェンダー論
第11回　遁走する騎士―牧歌との混淆
第12回　ロマンスは誰のものか―読者層の問題
第13・14回　異形の騎士の誕生―騎士道ロマンスの社会的拡散
第15回　ロマンスの展望

 [履修要件]
特になし

英語学英米文学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（特殊講義）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・講義で扱った作品ないしテーマに関するレポート（60点）。
・授業中に行うディスカッションへの貢献度などの平常点（40点）。

 [教科書]
使用しない
教科書は使用せず、教員が作成した資料を授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義では多岐に亘る作品や文化的事象を取り扱う予定なので、復習の際には、授業時に紹介する
参考文献を活用しながら、理解を深めることが望ましい。

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



文献文化学系１３２

科目ナンバリング 　G-LET20 6M191 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義)
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 阿部　公彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  英米詩入門

 [授業の概要・目的]
本講義は英詩への入門を目指します。英語で書かれた詩を読むためのコツや、詩について語るとき
に気をつけたいポイントなどについて考えつつ、受講者にも実践的に読みのプロセスに参加しても
らいます。

教科書の該当箇所を元に話を進め、追加の詩作品も配って知識を深めてもらえればと思います。英
米の作品から代表的なものをえらんで見ていくことで、ある程度文学史的な知識も身につけてもら
えればと思います。

今まであまり詩に接する機会がなかった人でもついていけるような授業にするつもりです。

 [到達目標]
詩とは何か、詩の機能とは何かといったことについて理解を深め、言語一般の根本にあるものにつ
いても考察を進めます。

 [授業計画と内容]
1日目：1-2章(英詩の「うれしさ」など）
2日目：3章（英詩と「失敗」）
3日目：4章（英詩と「問答」）
4日目：5章（英詩と「権威」）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表・ディスカッションへの貢献度　60％
レポート　40％

 [教科書]
阿部公彦 『英詩のわかり方』（研究社）ISBN:978-4-327-48150-6 

英語学英米文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）

  （関連ＵＲＬ）
http://abemasahiko.my.coocan.jp/(講師のHPです。必要に応じて参照してください。資料などは「授業」
のページにアップします。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の該当箇所と、事前に指定した作品は目を通しておいてください。

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



文献文化学系１３３

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（演習）
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Emma 精読

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
Jane Austen の長編小説 Emma (1816)は優れた風俗小説であるとともに、技巧を凝らした名品である。
これをこれを前期・後期で通読する。そのためには当然ながら1回の授業で相当な分量を読みこな
すことが必要になってくる。慣れるまでは毎回3ページ程度のペースで進み、これを2回ほど行った
後は、1回の授業でカバーする分量を10ページ程度に増やす。その際授業時間内で精読するのはや
はり3ページほどで、残りのページについては質問を受け、適宜解説を加える。 

第1回　pp. 1-3. 
第2回  pp. 4-6.
第3回　pp. 7-12
第4回  pp. 13-17. 
第5回  pp. 18-27.
第6回  pp. 28-37.
第7回  pp. 38-47. 
第8回  pp. 48-57
第9回  pp. 58-67
第10回 pp. 68-77
第11回 pp. 78-87
第12回 pp. 88-97
第13回 pp. 98-107 
第14回 pp. 108-117
第15回 フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
後期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。 

英語学英米文学（演習）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（演習）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

 [教科書]
Jane Austen 『Emma』（Oxford）ISBN:978-0199535521

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３４

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学（演習）
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Emma 精読

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は文学テクスト（イギリスの長編小説）の精密な読解能力を高めることにある。辞
書を丁寧に引き、原文の一字一句も疎かにしない姿勢と共に、作品の背後にある社会に関しても理
解を深めようとする態度を培う。 

 [到達目標]
難解な作品を精読することにより、文学研究の基礎力を高める。

 [授業計画と内容]
第1回 pp. 118-37. 
第2回 pp. 138-56. 
第3回 pp. 157-67
第4回 pp. 168-75. 
第5回 pp. 176-95. 
第6回 pp. 196-205. 
第7回 pp. 206-225. 
第8回 pp. 246-274 
第9回 pp. 275-293
第10回 pp. 294-315 
第11回 pp. 316-330 
第12回 pp. 331-342
第13回 pp. 343-362
第14回 pp. 363-382 
第15回 フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
前期の英語学英米文学（演習）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点で評価する。

英語学英米文学（演習）(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学（演習）(2)

 [教科書]
Jane Austen 『Emma』ISBN:978-0199535521

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。また、授業時間中に扱えない箇所については各自で読み進めることが求められる。 
 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３５

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・参考図書として指定したThe Cambridge Handbook of English Historical Linguisticsを講読し、近年の
研究動向に触れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・参考図書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
使用しない
The Cambridge Handbook of English Historical Linguisticsは、図書館のものを利用します。

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　事前に指定された資料や論文を読み議論を行う際には、予習を行って議論に参加できるようにし
ておいてください。詳細は、授業中に指示します。 

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メー
ルでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３６

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  英語史研究の方法

 [授業の概要・目的]
　具体的な研究を通じて、英語史研究の方法を学びます。また、授業を通して、資料収集の方法、
データ整理の方法、論文の作成方法など、研究に必要な手法を習得します。 

 [到達目標]
　研究論文の多読を通じて、英語史全般についての体系的な知識を身につけます。同時に、その知
識を自らの研究テーマを発展させるために多面的に利用する力を身につけます。

 [授業計画と内容]
1回目　イントロダクション

2回目～15回目　授業は、以下のような作業の組み合わせにより行います。
・参考図書として指定したThe Cambridge Handbook of English Historical Linguisticsを講読し、近年の
研究動向に触れる。
・実際に学術雑誌に公刊された研究論文を読み、その問題点を指摘するとともに、学術的にどのよ
うな貢献がなされているかを議論する。（否定的な批判をするだけでなく、自分が同じテーマで論
文を書く場合を想定した建設的な議論を行う。）
・参考図書や論文の中で取り上げられたテーマの中からトピックを選び、ミニリサーチを行う。
・それぞれの研究テーマにしたがって、研究計画を作成し、その計画に沿って研究を進める。

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度(70%)およびレポート(30%)により総合的に評価します。

 [教科書]
使用しない
The Cambridge Handbook of English Historical Linguisticsは、図書館のものを利用します。

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　事前に指定された資料や論文を読み議論を行う際には、予習を行って議論に参加できるようにし
ておいてください。詳細は、授業中に指示します。  
 

（その他（オフィスアワー等））
メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メー
ルでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１３７

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  The Two Gentlemen of Verona演習1

 [授業の概要・目的]
William Shakespeare, The Two Gentlemen of Veronaの精読を通じて、この作家の初期の喜劇の文体、
語彙に関する基本的な知識を習得し、その内容について考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギリ
ス演劇のテクストを自力で読めるようになる。 
・初期近代イギリス文学に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
　作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行い、併せて、今後の演習の進め方につ
いて説明する。 

第2-15回　テクストの精読 
　各受講者に予め担当を割り振る方式によって、テクストを精読し、内容について討論する。
　
　場面毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、概ね一人あたり１００行を目途に担当してもらう。

　一学期の授業で読み終わらない場合は後期に継続する。学期中に終了した場合は、受講者と相談
の上、次に読む作品を決める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈50%、テクスト全体の理解度50%）にて評価
する。

 [教科書]
William Shakespeare 『The Two Gentlemen of Verona (The Arden Shakespeare)』（Bloomsbury）ISBN:
9781903436950（Ed. William C. Carroll）
William Shakespeare 『The Two Gentlemen of Verona (The Arden Shakespeare)』（Bloomsbury）ISBN:
9781903436950（Ed. William C. Carroll）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は作品中での当該箇所の意味について考察をすること。 

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



文献文化学系１３８

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  The Two Gentlemen of Verona演習2

 [授業の概要・目的]
前期の演習１に引き続き、William Shakespeare, The Two Gentlemen of Veronaの精読を通じて、この
作家の初期の喜劇の文体、語彙に関する基本的な知識を習得し、その内容について考察する。

 [到達目標]
・Oxford English Dictionary等の辞書の使い方を身につけ、これらを参照しながら、初期近代イギリ
ス演劇のテクストを自力で読めるようになる。 
・初期近代イギリス文学に関する基本的知識を身につけ、自ら論文のテーマを見つけられるように
なる。
 

 [授業計画と内容]
第1-15回　テクストの精読 
　各受講者に予め担当を割り振る方式によって、テクストを精読し、内容について討論する。 
　前期終了箇所から読み始める。その後扱う作品については受講者と相談の上 決定する。
　場面毎の難易度の違いによって、また、受講者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、概ね一人あたり１００行を目途に担当してもらう。 
　

 [履修要件]
前期の演習1からの継続受講を原則とする。後期からの受講を希望する者は初回に担当者に申し出
ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈50%、テクスト全体の理解度50%）にて評価
する。

 [教科書]
William Shakespeare 『The Two Gentlemen of Verona (The Arden Shakespeare)』（Bloomsbury）ISBN:
9781903436950（Ed. William C. Carroll）

英語学英米文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予めOxford English Dictionary等の辞書を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上
で授業に臨むこと。授業後は作品中での当該箇所の意味について考察をすること。 

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



文献文化学系１３９

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  The Great Gatsbyを読む

 [授業の概要・目的]
The Great Gatsbyを毎授業につき一章を精読する。その気になれば際限なく細かく読めてしまうのが
本作のやっかいなところではあるが、とにかく完読したい。その後、余力があれば、フィッツジェ
ラルドの短篇をいくらか読む。

 [到達目標]
アメリカ文学における主要作品を自分なりに解釈する勇気と胆力を養う。

 [授業計画と内容]
本授業は受講者による発表・ディスカッションが主体となる。
第1回　イントロダクション
第2回から第15回　受講者による発表・ディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表およびディスカッションでの貢献（60％）と期末レポート（40％）によって評価する。期末レ
ポートは英語であれば1500語、日本語であればA4五枚以上。

 [教科書]
Fitzgerald, F. Scott. 『The Great Gatsby』（Wisehouse Classics）ISBN:9176371212

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本作のアノテーションを作成するぐらいの意気込みで調べてくること。

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



文献文化学系１４０

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Flags in the Dustを読む

 [授業の概要・目的]
William FaulknerのFlags in the Dustを読む。本作はプロットがじゅうぶんに整理されていないため、
Faulknerの最高傑作群と比較すると少々ひ弱なところもあるかもしれない。だが、本作の執筆をき
っかけにFaulknerはたぐいまれな創作力を発揮することになったのは確かであるので、彼の小説家
としての源泉を探るにあたっては格好のテキストだといえるだろう。

 [到達目標]
代表的アメリカ文学作品について、自分なりに解釈する勇気と胆力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２回から第１５回　Flags in the Dustの精読およびディスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
本作に関する期末レポートによって評価する。英文の場合は1500語、日本語の場合はA4五枚以上。

 [教科書]
William Faulkner 『 Flags in the Dust (Vingtage Classics)』（Vintage）ISBN:0307946762（授業中たえず
本文を参照するため、必ずこの版を入手すること）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本作は第一文目から特徴的であるため、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨んでほ
しい。

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



文献文化学系１４１

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Richard Powers, The Gold Bug Variationsを読む（１）

 [授業の概要・目的]
現代アメリカ文学を代表する作家Richard Powersの初期の大作、The Gold Bug Variations (1991)を読
む。遺伝、音楽等々多岐にわたるテーマを扱い、複雑な作品構造を持つ大部の小説であるが、前期
はその前半300ページ程度を読む予定。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部をおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
一方で、難解な小説もある程度のスピードで読みこなす力をつけること。

 [授業計画と内容]
　授業は基本的に発表形式で進める。各回、読み進む範囲について担当者にまとめてもらい、それ
をもとに受講者全員で議論することで読解を深める。
　授業スケジュールは以下のとおり。
第１週：イントロダクション
第２～14週：テクスト講読
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点100％で評価する。

 [教科書]
Richard Powers 『The Gold Bug Variations』（HarperPerennial）ISBN:978-0060975005

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



文献文化学系１４２

科目ナンバリング 　G-LET20 7M193 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(演習)
English and American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Richard Powers, The Gold Bug Variationsを読む（２）

 [授業の概要・目的]
現代アメリカ文学を代表する作家Richard Powersの初期の大作、The Gold Bug Variations (1991)を読
む。遺伝、音楽等々多岐にわたるテーマを扱い、複雑な作品構造を持つ大部の小説であるが、後期
は前期の演習を引き継ぐ形で後半300ページ程度を読む予定。

 [到達目標]
文学テクスト読解の精度を高めること。細部をおろそかにせず小説を丁寧に読む姿勢を養うこと。
一方で、難解な小説もある程度のスピードで読みこなす力をつけること。 

 [授業計画と内容]
　授業は基本的に発表形式で進める。各回、読み進む範囲について担当者にまとめてもらい、それ
をもとに受講者全員で議論することで読解を深める。 
　授業スケジュールは以下のとおり。 
第１週：イントロダクション 
第２～14週：テクスト講読 
第15週：まとめ（進度によってはこの回もテクスト講読にあてる）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
上記の到達目標の達成度に基づき、平常点（70％）と学期末の英語レポート（30％）で評価する。

 [教科書]
Richard Powers 『The Gold Bug Variations』（HarperPerennial）ISBN:978-0060975005

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は必須。

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



文献文化学系１４３

科目ナンバリング 　G-LET20 6M194 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英米文学(特殊講義) 
English and American Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2019・
  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  文法化入門

 [授業の概要・目的]
　P. Hopper & E. C. Traugott の Grammaticalization を読みながら、文法化を歴史的な視点から概観し
ます。

 [到達目標]
　文法化を概観し、文法化に特徴的な現象としてどのようなものがあるかを学びます。主に英語を
議論の題材としますが、文法化の枠組みがさまざまな言語に応用可能であることを具体的な事例を
通して理解することを目標とします。

 [授業計画と内容]
授業計画と内容
1回目　イントロダクション
2回目～8回目　　以下の作業の組み合わせによって進めていきます。
・指定した教科書の講読
・参考図書、関連する論文の講読
・テーマごとに1名以上からなるグループによるプレゼンテーション

 [履修要件]
最初の授業でガイダンスを行いますので、受講者は必ず出席するようにしてください。出席できな
い場合は、事前に連絡を取ってください。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーションおよび授業への貢献度(70%)、簡易なレポート(30%)によって評価を行います。

 [教科書]
教科書としては、P. Hopper & E. C. Traugott, Grammaticalization (CUP) を使用しますが、図書館のも
のを使用していただいてもかまいません。

英語学英米文学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



英語学英米文学(特殊講義) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
保坂道雄 『文法化する英語』（開拓社）
秋元実治・保坂道雄 『文法化―新たな展開』（英潮社）
秋元実治・他 『コーパスに基づく言語研究―文法化を中心に』（ひつじ書房）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　プレゼンテーションは集中講義期間内に、レポートは授業終了後に提出することになります。プ
レゼンテーションの準備を短時間で行うことが必要になりますので、期間中はできるだけ集中して
授業の準備をする時間を確保するようにしてください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４４

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 永盛　克也
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ラ・フォンテーヌ研究

 [授業の概要・目的]
フランス１７世紀の詩人ラ・フォンテーヌ(Jean de La Fontaine, 1621-1695)は古代のジャンル（イソ
ップ寓話）を翻案により復活させ、独自の技法によって『寓話』(Fables, 1668-1694)に結実させた。
フランス文学の古典として現在でも広く親しまれている作品である。授業では韻文作品を読むため
の基礎的な知識を確認しながら、ユーモアと批判精神にあふれたラ・フォンテーヌの世界への理解
を深めることを目的とする。

 [到達目標]
フランス１７世紀文学の特質とその成立の背景を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のようなプランで授業を進める予定である。

第1～第3週　ラ・フォンテーヌとその時代
第3～第8週　ラ・フォンテーヌの作品（1）『寓話』
第9～第11週　ラ・フォンテーヌの作品（2）その他
第12～第13週　ラ・フォンテーヌの詩学
第14週　ラ・フォンテーヌと新旧論争
第15週　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20％）および期末レポート（80％）

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
La Fontaine 『Fables』（folio）ISBN:2070466590
Marc Fumaroli 『Le poète et le roi : Jean de La Fontaine en son siècle』（Éditions de Fallois）ISBN:
2253904619

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うテクストは十分に予習しておくこと。また、授業中で読むことのできなかった部分は各
自で読んでおくこと。

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



文献文化学系１４５

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目
 Travel and Utopia in eighteenth century France : Diderot's Supplément au voyage de 
Bougainville (1772).  

 [授業の概要・目的]
This class will be focused on the analysis of a famous utopian novel written by Denis Diderot, a French 
philosopher of the Enlightenment (1713-1784) : Le Supplément au voyage de Bougainville (1772). 
We will present different backgrounds to understand its importance : European travels and discoveries in 
eighteenth century, the utopian novels and philosophical tales of the time, the political and philosophical 
debate about nature, moral and society before the French Revolution. 

 [到達目標]
This class aims at developing the knowledge of eighteenth century French literature, culture and 
philosophical debates. At the same time, we will analyse specific excerpts with French analytic tools used in 
French commentaries. 
This study of one of the most famous writer of the century will also give us the opportunity to think about the 
relationship between literature (fiction, utopia) and political debates. 

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) on the subject of Diderot's live and work, during the remaining weeks 
2 to 14, we will read and analyze the Supplément au voyage de Bougainville (1772)”
Every lecture will be divided into two parts : a thematic presentation of the backgrounds of the book (life of 
Diderot, history, literature and philosophy of the time), and the analysis of an excerpt of the novel, going 
from the start to the end, or the analysis of an excerpt which can be compared to the text.

 [履修要件]
The class is open to every kind of students who are interested in French literature, philosophy and history. 
They must have a good level in (academic) French to understand the documents and the explanations entirely 
given in French.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be an intermediary test and, at the end of the semester, a final essay in French about the contents 
of the whole course. However, the global grade will be given in consideration not only of these tests but also 
of the attendance and activity during the whole semester.

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Edition : 
Le Supplément au voyage de Bougainville, Michel Delon (ed.), Paris, Gallimard, Folio classique 3775, 2002.  

 [授業外学習（予習・復習）等]
It is asked to students to read and prepare beforehand some texts that we will comment during the class.  
 

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４６

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  Love, passion and hatred in Diderot's and Laclos's novels

 [授業の概要・目的]
This class will be a study of different tales and novels by Diderot (1713-1784) and one of the most famous 
French novel in eighteenth century : Les Liaisons dangereuses, by Choderlos de Laclos (1741-1803). 
We will develop a structural approach of the relationship between the characters engaged in very complicated,
 problematic and sometimes libertine love affairs. 
We will at the same time explain the cultural environment of these texts, love affairs being related to the very 
specific way of life in eighteenth century France. 

 [到達目標]
This class aims at developing the knowledge of eighteenth century French literature, culture and 
philosophical debates. At the same time, we will analyse specific excerpts with French analytic tools used in 
French commentaries. 
This study of some of the most famous novels and tales of French eighteenth century will also give us the 
opportunity to think about the relationship between literature and cinema. 

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) on the subject of Diderot's and Laclos's life and works, during the 
remaining weeks 2 to 14, we will read and analyze tales by Diderot and Les Liaisons dangereuses by Laclos.
Every lecture will be divided into two parts : a thematic presentation of the backgrounds of the books, and the 
analysis of an excerpt of the novel, going from the start to the end, or the analysis of an excerpt which can be 
compared to the text. Some extracts from movies adapted from those specific novels will be used.

 [履修要件]
The class is open to every kind of students who are interested in French literature, philosophy and history. 
They must have a good level in (academic) French to understand the documents and the explanations entirely 
given in French.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be an intermediary test and, at the end of the semester, a final essay in French about the contain of 
the whole course. However, the global grade will be given in consideration not only of theses tests but also of 
the attendance and activity during the whole semester.

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Editions : 
Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Paris, Gallimard, Folio Classiques, 2006. 
Denis Diderot, Jacques le fataliste, Paris, Gallimard, Folio Classiques, 2006. 
Denis Diderot, Madame de la Pommeraie, suivi de Madame de la Carlière, Paris, Le Livre de Poche, 2012. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
It is asked to students to read and prepare beforehand some texts that we will comment during the class.  

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４７

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 森本　淳生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ポール・ヴァレリー「若きパルク」を読む

 [授業の概要・目的]
　ポール・ヴァレリー（1871-1945）の代表作にして最重要詩篇である「若きパルク」（1917）を
精読する。マラルメの愛弟子として若くして優れた詩篇を発表していたヴァレリーは、「レオナル
ド・ダ・ヴィンチの方法序説」（1895）や「テスト氏との一夜」（1896）などの作品を発表した後
は、文学への深い懐疑から作品の発表をやめ沈黙期に入っており、1894年以来書き始めた思索ノー
ト「カイエ」だけが彼のエクリチュールの実践の場であった。しかし、青年期の詩篇を詩集にまと
めるための改訂作業がきっかけとして、文学への訣別として書き始めた詩篇は当初の予想を裏切っ
て512行の長篇詩篇「若きパルク」となる。4年以上にわたるその執筆過程において、ヴァレリーは
文学に対するそれまでの抽象的思索を実際の詩作体験と結びつけ、第一次大戦後に華々しく展開さ
れる批評テクストの基礎となる省察を行うことにもなった。「若きパルク」を書かなければヴァレ
リーはヴァレリーにならなかったと言っても過言ではない。 
　本講義では、このように重要な意義をもつ「若きパルク」を参加者による輪読形式で精読する。 

 [到達目標]
・フランス語文法の諸項目に習熟し、それを実際の読解において使いこなせるようになる。 
・複雑な構文、豊富な語彙をもつ文学作品をある程度のスピードと正確さで読みこなせるようにな
る。 
・文章の細部の読解と全体的な理解とを有機的に結びつけ、立体的に読むことができるようになる。
 

 [授業計画と内容]
第1回～第2回　イントロダクション：ポール・ヴァレリー、人と作品。
第3回～第14回　「若きパルク」：各担当者による発表と原文精読。 
第15回　まとめ。

 [履修要件]
フランス語文法の概要を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点５０％、期末試験５０％

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず予習をして授業に臨んでください。

（その他（オフィスアワー等））
KULASISの「オフィスアワー機能」を参照。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１４８

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村上　祐二
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  プルースト『失われた時を求めて』における戦争とユダヤ人 

 [授業の概要・目的]
マルセル・プルースト（1871-1922）の作品におけるユダヤ性・反ユダヤ主義の問題は、近年欧米
・日本をはじめとする世界の研究者たちの間で最も重要な研究課題のひとつとなりつつある。本年
度の授業では、前年度に行ったプルーストの『ソドムとゴモラ』第一部におけるユダヤ人とドレフ
ュス事件の描写の分析成果を踏まえつつ、『失われた時を求めて』（1913-1927）の第一次世界大
戦勃発以降に執筆された部分に現れたユダヤ人像を読み解きながら、文学作品と政治・歴史との関
わりを考察する。 

 [到達目標]
文学作品を、草稿資料にさかのぼったうえで、複数の歴史的文脈にしたがって読み解くことにより、
文学研究に必要な批判能力を身につける。

 [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【　】で指示した週数を充てるが、各項目の講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の理解の状況に応じて、講義担当者が適切
に決める。 
1. 『ゲルマントのほう』第２部と『ソドムとゴモラ』第2部におけるスワンの病と死【3～4週】
2. 『囚われの女』におけるフェルメールの黄色い壁【2～3週】
3．アルベルチーヌの物語（『囚われの女』、『消え去ったアルベルチーヌ』）におけるドレフュ
ス事件の記憶およびユダヤ民族の記憶の隠喩化【3～4週】 
４．『見出された時』におけるドレフュス事件と第一次世界大戦の記述【3～4週】 
５．総括【１週】
※　フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
フランス語文献を読む能力が必要とされる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（一回、100点満点、60点以上で合格） 
到達目標の達成度に基づき評価するが、独自の見解が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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



文献文化学系１４９

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義)
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 人文科学研究所 森本　淳生
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ジャック・ランシエール『文学の政治学』を読む 

 [授業の概要・目的]
　現代フランスを代表する哲学者ジャック・ランシエールの『文学の政治学Politique de la littérature』
（2007）を精読する。
　ランシエールは、19世紀以降の近代文学を特徴づけるために、それ以前の古典主義的詩学につい
て語っている。すなわち、アリストテレスの詩学に大きく規定された古典主義的文芸は、次の四つ
の原理によって成立していたという。第一に、フィクションないし模倣の原理。文学は言語的特性
によってではなく、ある物語を模倣することにおいて成立する。第二、ジャンルの原理。ジャンル
と、その表象する対象の性質とは一致しなければならない（例えば、描かれているのが偉人か普通
の人かで悲劇と喜劇が区別される、など）。第三、適切さ（convenance）の原理。登場人物はそれ
にふさわしい行為と調子を持っていなくてはならない。そして最後に現動性（actualité）の原理。
古典主義文学でもっとも重要なのは行為化された言葉、実践された言語であり、話し方の技術であ
る。19世紀以降の近代文学はこの4つの原理をすべて転覆させた、というのがランシエールの見立
てである。フィクションの原理は言語の優位によって、ジャンルの原理はすべての主題の平等性に
よって、適切さの原理は描かれる対象と文体との乖離によって、行為的言語の原理はエクリチュー
ルの優位によって。近代文学では誰もが作家になりえるし、誰もが読者になりえる。このとき言葉
は、古典主義に特徴的であった確固とした宛先を失い、「沈黙した言葉」、「彷徨する文字（手紙）
」と化す。そして、文学の生産者と受容者が匿名化し任意の存在になるのと同時に、主題を秩序づ
けていたヒエラルキーも解体され平準化される。つまり、あらゆることが主題となりえ、特定の表
現手段が特権化されることもない。ひとことで言えば、近代のエクリチュールは「民主化」された
のである。
　ランシエールの言う文学と政治の問題は、作家の政治参加（アンガジュマン）を指すわけでもな
いし、作品において社会組織や政治運動がどのように表象されているかといった問題でもない。彼
自身の定式化によれば、「文学は文学として政治に携わる」。ここで言われる政治は、いわゆる「
感覚的なものの分割（パルタージュ）」と呼ばれるものにかかわる。政治とは、何が共同のものな
のか、共同のものについて語りうるのは誰か（そして誰が語りえないのか）、その境界を別つ分割
をめぐって行われる。ランシエールが「文学の政治」というときに意味しているのは、文学は、こ
のようにして引かれるさまざまな分割線を攪乱するように介入するのだ、ということである。つま
り、さまざまな領域に分割され配分された存在・行為・言語のおりなす諸関係を再編する作用を、
文学のうちに見るわけである。
　授業では「仮説」と題された理論的省察と『ボヴァリー夫人』を題材としたエッセーを輪読形式
で読むこととする。

フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義)(2)

 [到達目標]
・フランス語文法の諸項目に習熟し、それを実際の読解において使いこなせるようになる。 
・複雑な構文、豊富な語彙をもつ思想的テクストをある程度のスピードと正確さで読みこなせるよ
うになる。 
・文章の細部の読解と全体的な理解とを有機的に結びつけ、立体的に読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション：授業の概要と進め方
第2回～第7回　Politique de la littérature (p. 11-39)
第7回～第9回　Le Malentendu littéraire (p. 41-55)
第10回～第14回　La mise à mort d'Emma Bovary (p. 59-83)
第15回　まとめ

 [履修要件]
フランス語文法の概要を習得し一定の読解力を持っていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点５０％、期末試験５０％

 [教科書]
Jacques Rancière 『Politique de la littérature』（Galilée）ISBN:9782718607351
現在絶版のようですので、コピーを配布します。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当者以外も必ず予習をして授業に臨んでください。  

（その他（オフィスアワー等））
KULASISの「オフィスアワー機能」を参照。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５０

科目ナンバリング 　G-LET21 63631 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(特殊講義) 
French Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　言語文化研究科　教授 岩根　久
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス・ルネサンスにおける古典の受容と詩の実践－ロンサールを中心に－

 [授業の概要・目的]
中世から古典期へと移行する時期にあたる１６世紀は、フランス文学史において重要な位置を占め
ている。古典期に与えた影響は言うに及ばず、１９世紀において特にロマン派の詩に与えた影響は
大きい。本授業は、この時期のテキストの正確な読解と評価の仕方について考察を行い、フランス
１６世紀の詩および詩論を通して、フランス文学史の知見を深めることを目的とする。

 [到達目標]
現代フランス語とは異なる１６世紀のフランス語への基本的な理解、当時の詩人たちが目指してい
た文芸上の理想について理解を深める。

 [授業計画と内容]
第１回　ヨーロッパにおけるルネサンスと人文主義(1)
第２回　ヨーロッパにおけるルネサンスと人文主義(2)
第３回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(1)
第４回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(2)
第５回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(3)
第６回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(4)
第７回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(5)
第８回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(6)
第９回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(7)
第10回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(8)
第11回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(9)
第12回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(10)
第13回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(11)
第14回　古典の受容と詩の実践：ロンサール(12)
第15回　これまでの授業の統括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートで、成績を評価する。ただし、授業内容を理解した上で、オリジナルな見解が盛
り込まれていること。
授業回数の３分の２以上出席すること、３回以上連続で欠席しないことが、単位取得の条件である。

フランス語学フランス文学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(特殊講義) (2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
学習対象のテキストについて予習し、あらかじめ各自が解釈についての見解を準備すること

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



文献文化学系１５１

科目ナンバリング 　G-LET21 73645 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture and society in French  

 [授業の概要・目的]
This class is an initation to speech and debate about French contemporary society, but also the comparison 
between French and Japanese culture. We will analyse different sorts of documents to start the discussion, 
press articles, radio or tv programs, documentaries, songs, etc. The course proposes a progressive training to 
the debate, interview, critical report, etc. 
We will adapt to cultural, social and political news and current events and each lecture will be focused on a 
topic. We will view vocabulary, phrases and grammatical structures on those topics to develop a critical point 
of view.  

 [到達目標]
This class is meant for every kind of students who want to complete their specialization with a more concret 
approach of French contemporary society. It is a good way to prepare a trip to France by improving your 
skills to talk and debate. It helps to develop your reflexion in French about current events.  

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the class, during the remaining 
weeks 2 to 14, we will debate on different themes, exploiting written and visual documents. 
This class requires an active participation of the students to furnish and exploite the subjects of debates. 
Students must talk, ask questions to each other and sometimes present short presentations to the others.

 [履修要件]
The course is open to every kind of students with this only condition that they can speak and understand 
enough French to participate in a discussion and also to read the documents.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will receive grades due to their presence and participation. They will have to propose a short 
presentation during the semester to the class, and a short report to the professor at the end of the semester.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are invited to read the documents given during the class and to check regularly French main 
newspapers website to identify the current events.  

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５２

科目ナンバリング 　G-LET21 73645 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Expression, culture and society in French  

 [授業の概要・目的]
This class is an initation to speech and debate about French contemporary society, but also the comparison 
between French and Japanese culture. We will analyse different sorts of documents to start the discussion, 
press articles, radio or tv programs, documentaries, songs, etc. The course proposes a progressive training to 
the debate, interview, critical report, etc. 
We will adapt to cultural, social and political news and current events and each lecture will be focused on a 
topic. We will view vocabulary, phrases and grammatical structures on those topics to develop a critical point 
of view.  

 [到達目標]
This class is meant for every kind of students who want to complete their specialization with a more concret 
approach of French contemporary society. It is a good way to prepare a trip to France by improving your 
skills to talk and debate. It helps to develop your reflexion in French about current events.  

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the class, during the remaining 
weeks 2 to 14, we will debate on different themes, exploiting written and visual documents. 
This class requires an active participation of the students to furnish and exploite the subjects of debates. 
Students must talk, ask question to each other and sometimes present short presentations to the others. 
We shall talk about new issues, different from the ones of the first semester.

 [履修要件]
The course is open to every kind of students with this only condition that they can speak and understand 
enough French to participate in a discussion and also to read the documents.   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will receive grades due to their presence and participation. They will have to propose a short 
presentation during the semester to the class, and a short report to the professor at the end of the semester.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are invited to read the documents given during the class and to check regularly French main 
newspapers website to identify the current events.  

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５３

科目ナンバリング 　G-LET21 7M202 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 増田　眞
准教授 文学研究科 永盛　克也
准教授 文学研究科 村上　祐二

 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目 Introduction aux méthodes de recherches en littérature française

 [授業の概要・目的]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表とその内容についての議論を通して、研究の方法や作品
分析の手法などを習得し、フランス語での論文執筆に必要な基礎力を形成する。

 [到達目標]
フランス語学・フランス文学の学術論文作成の基本的な方法を理解し、修士論文、研究論文の執筆
のために必要な能力を身につける。

 [授業計画と内容]
修士課程・博士後期課程の学生の研究発表を中心にプログラムを組む。概要は以下の通り。
・書誌目録の作成、資料収集の方法についての概説（第１回）
・修士１回生の卒業論文についての発表（４月－５月）
・修士２回生による修士論文の準備状況の発表（５月－７月）
・修士２回生による修士論文の中間発表（１０月－１２月）
・修士１回生による修士論文の準備状況の発表(１２月-１月）
・博士後期課程の学生による博士論文の準備状況の発表（随時）
・学会発表予定者の口頭発表（随時）
・国内外の研究者による学術講演（随時）

 [履修要件]
受講者は自分の発表の準備に専心するのではなく、他の学生の発表にも興味をもち、議論に積極的
に参加することが望まれる。また、専修が主催する学術講演会にも積極的に参加し、幅広い知見の
獲得に努めることが求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（自分の研究発表だけでなく、他の学生の発表へのコメント、講演会への積極的な参加など）
により評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Otto Klapp 『Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft』（V. Klostermann）（最も体系的な

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

フランス文学研究書誌）
 『Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXIe siècles))』（Revue d’Histoire littéraire de la 
France 誌の各年最終号に掲載されるフランス文学研究書誌）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の発表のタイトルは1週間前までに周知されるので、議論を活発なものにするために、受講者
は事前にそのテーマや作家・作品について知識をもっておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
自分の発表の準備に専心するのではなく、他の学生の発表にも興味をもち、議論に積極的に参加す
ることが望まれる。また、専修が主催する学術講演会にも積極的に参加し、新たな知見の獲得に努
めてほしい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５４

科目ナンバリング 　G-LET21 7M203 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目  Argumentation, French dissertation and summary  

 [授業の概要・目的]
This class is an initiation to the argumentation in French. We learn the structure of a French dissertation, 
which imposes to use at the same time general and specific knowledge on a given subject. The exercise 
requires a clear and correct langage and way to argue. It gives students tools to write their master dissertation 
in French. 
We will as well learn how to sum up an excerpt from a text in French, which is an important step to use it in 
an analytic argumentation. 
We will mostly insist on the organisation of a paragraph of argumentation, which can be used in many 
different academic exercices. 

 [到達目標]
-to structure and develop an argumentation
-to write a dissertation
-to transfer the tools of the French dissertation to write a master dissertation in French. 

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the class, during the remaining 
weeks 2 to 14, we will present the different types of French dissertation (general, monographic, comparative). 
It insists then on paragraph writing and text summary.

 [履修要件]
This class is opened to the students of the Faculty of Letters as well as to other faculties which deal with 
letters and human sciences. The main requirement for students is that they must have a sufficient level in 
French to understand the texts, and to actively participate to the class. The course will be given only in 
French. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There will be regular exercices during the class, specially writing paragraphs and summaries, as well as parts 
of a French dissertation. Students will obtain grades from some of those exercices in the middle of the 
semester and at the end of it.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Documents are given during class. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are expected to read the documents given during courses and sometimes to prepare exercices given 
at the end of a course. 

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５５

科目ナンバリング 　G-LET21 7M203 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(演習)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語 フランス語

題目   Argumentation, French dissertation and summary  

 [授業の概要・目的]
This class is an initiation to the argumentation in French. We learn the structure of a French dissertation, 
which imposes to use at the same time general and specific knowledge on a given subject. The exercise 
requires a clear and correct langage and way to argue. It gives students tools to write their master dissertation 
in French. 
We will as well learn how to sum up an excerpt from a text in French, which is an important step to use it in 
an analytic argumentation. 
We will mostly insist on the organisation of a paragraph of argumentation, which can be used in many 
different academic exercices.  

 [到達目標]
-to structure and develop an argumentation 
-to write a dissertation 
-to transfer the tools of the French dissertation to write a master dissertation in French. 
 

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the class, during the remaining 
weeks 2 to 14, we will present the different types of French dissertation (general, monographic, comparative). 
It insists then on paragraph writing and text summary. At the end, the course underlines different tools that 
can be used to write master dissertation in French.
The documents we will work on will be different from the ones of the first semester.

 [履修要件]
This class is opened to the students of the Faculty of Letters as well as to other faculties which deal with 
letters and human sciences. The main requirement for students is that they must have a sufficient level in 
French to understand the texts, and to actively participate to the class. The course will be given only in 
French. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There will be regular exercices during the class, specially writing paragraphs and summaries, as well as parts 
of a French dissertation. Students will obtain grades from some of those exercices in the middle of the 
semester and at the end of it.

フランス語学フランス文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Documents are given during the class. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are expected to read the documents given during courses and sometimes to prepare exercices given 
at the end of a course. 

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５６

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 菊池　正和
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  レオナルド・シャーシャが見るシチリア

 [授業の概要・目的]
シチリア出身の作家レオナルド・シャーシャは、イタリア文学史上初めてマフィアを告発する作品
を書いた作家として知られているが、その射程となった社会問題は広範にわたる。 
この講義においては、シチリアを題材とした初期の評論作品を精読しながら、統一後のイタリアに
おいて社会的・文化的に特異な位置を占めるシチリアについての理解を深めたい。

 [到達目標]
①現代イタリアにおけるシチリアの特異性を理解する。 
②評論文を正確に理解し、その内容について討論できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　授業の概要の説明 

第2回～第5回　評論 "Sicilia e sicilitudine"の読解と検証 
第6回～第8回　評論 "La corda pazza"の読解と検証 
第9回～第11回　評論 "La zolfara"の読解と検証 
第12回～第14回　評論 "La vera storia di Giuliano"の読解と検証 
第15回　フィードバックと全員によるテーマ討論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50%）と期末レポート（50%）を基に評価する

 [教科書]
プリントを配布する

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Leonardo Sciascia 『La corda pazza』（Adelphi）ISBN:88-459-0853-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。単語の意味を調べ終えた後にどれ
だけ内容理解に時間をとれるかが学習の鍵となる。 
また、授業後は履修した箇所を音読すること。イタリア語を正確に発音しながら内容が頭に入って
くるまで繰り返し読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業前後、あるいは下記のメールアドレスで随時受け付ける。 
m_kikuch@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５７

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana  

 [授業の概要・目的]
Manoscritti, incunabula e cinquecentine nelle biblioteche giapponesi. 

 [到達目標]
Il corso si propone di esaminare la presenza di manoscritti e stampe antiche di opere in lingua italiana 
conservati presso le biblioteche giapponesi pubbliche e private. 

 [授業計画と内容]
Durante il corso si esamineranno i cataloghi a stampa e digitali delle varie biblioteche giapponesi alla ricerca 
di manoscritti e stampe antiche (fino all'anno 1601) in lingua italiana. Si raccoglieranno informazioni su 
possessori, collezionisti, glossatori, venditori, compratori e conservatori, attraverso cui si potrà tracciare una 
più accurata storia della cultura italiana in Giappone dal tardo Medioevo ai giorni nostri.

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. Si valuterà l'acquisizione degli argomenti svolti durante le lezioni; la 
conoscenza dei testi e dei saggi previsti sarà verificata durante il corso, misurando la capacità di commentare 
e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo storico-letterario a cui essi appartengono.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati.  

（その他（オフィスアワー等））
Lezioni di tipo seminariale. È prevista la partecipazione attiva degli studenti.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１５８

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Monografico di Letteratura Italiana  

 [授業の概要・目的]
Iter Iaponicum: per un censimento del libro antico italiano in Giappone. 

 [到達目標]
In questo corso si avviano le operazioni preliminari alla creazione di un catalogo -in formato digitale e 
cartaceo- di manoscritti medievali e rinascimentali e di antichi libri a stampa in lingua italiana conservati in 
Giappone. 

 [授業計画と内容]
Il corso è complementare a un lavoro svolto sul campo: i dati raccolti attraverso l'osservazione diretta degli 
esemplari in biblioteche e istituti saranno elaborati ed analizzati al fine di redigere delle schede del catalogo 
unico. Si forniranno tutte le nozioni di codicologia, paleografia, cultura della stampa, storia del libro, 
bibliografia necessarie alla realizzazione del censimento.

 [履修要件]
Corso destinato esclusivamente a studenti con un ottimo livello d'italiano. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. Si valuterà l’acquisizione degli argomenti svolti durante le lezioni; la 
conoscenza dei testi e dei saggi previsti sarà verificata durante il corso, misurando la capacità di commentare 
e interpretare i testi letterari e di inquadrarli nel periodo storico-letterario a cui essi appartengono.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti. 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
È richiesto agli studenti del corso un intenso coinvolgimento nelle attività seminariali attraverso l’
approfondimento individuale o di gruppo di alcuni argomenti trattati.  

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



文献文化学系１５９

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana  

 [授業の概要・目的]
Storia della Letteratura Italiana I: Il Trecento 

 [到達目標]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana, suddivisa in due fasi (I. Il 
Trecento. II: Il Quattro e Cinquecento). La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona 
conoscenza degli autori e dei periodi della letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, 
critici necessari all'analisi e all'interpretazione delle opere letterarie. 

 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all'apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda metà 
del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell'analisi metrica, stilistica e retorica, le questioni 
storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni di 
introduzione alla storia della lingua italiana e all'analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana. 
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Lezioni di tipo seminariale, con lettura, analisi, commento dei testi, discussione ed elaborazione di ipotesi 
interpretative. È ammessa una sola assenza. Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune 
nozioni di storia della letteratura italiana tratte dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario 
argomento della lezione.

 [教科書]
授業中に指示する
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti. 

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione. 

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



文献文化学系１６０

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語 イタリア語

題目  Corso Istituzionale di Storia della Letteratura Italiana  

 [授業の概要・目的]
Storia della Letteratura Italiana II: Il Quattro e Cinquecento. 

 [到達目標]
Scopo di questo corso è la conoscenza della storia della letteratura italiana, suddivisa in due fasi (I. Il 
Trecento. II: Il Quattro e Cinquecento). La lettura diretta di alcuni testi fornirà allo studente una buona 
conoscenza degli autori e dei periodi della letteratura italiana, nonché gli strumenti teorici, metodologici, 
critici necessari all'analisi e all'interpretazione delle opere letterarie. 

 [授業計画と内容]
Il corso è dedicato all'apprendimento della storia della letteratura italiana, dalle origini fino alla seconda metà 
del Novecento. Si esamineranno le nozioni principali dell'analisi metrica, stilistica e retorica, le questioni 
storico-critiche fondamentali della letteratura e della lingua letteraria. Sono previste alcune lezioni di 
introduzione alla storia della lingua italiana e all'analisi testuale.

 [履修要件]
Corso particolarmente impegnativo e destinato esclusivamente a studenti di lingua italiana di livello 
intermedio e superiore, e a coloro che affrontano per la prima volta lo studio della letteratura italiana. 
È richiesta allo studente, oltre alla padronanza della lingua italiana, la conoscenza di base della Storia 
letteraria, e degli elementi basilari di metrica e stilistica e retorica. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Lezioni di tipo seminariale, con lettura, analisi, commento dei testi, discussione ed elaborazione di ipotesi 
interpretative. È ammessa una sola assenza. Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune 
nozioni di storia della letteratura italiana tratte dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario 
argomento della lezione.

 [教科書]
授業中に指示する
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe. Nelle lezioni di introduzione saranno fornite 
informazioni su manuali, antologie, bibliografia e altri strumenti. 

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Allo studente è richiesto settimanalmente di studiare alcune nozioni di storia della letteratura italiana tratte 
dai manuali e di leggere in anticipo il testo letterario argomento della lezione. 

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



文献文化学系１６１

科目ナンバリング 　G-LET22 63731 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)
Italian Language and Literature (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 菊池　正和
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  レオナルド・シャーシャの初期短編作品を読解する

 [授業の概要・目的]
前期に引き続きレオナルド・シャーシャを取り上げ、初期の短編作品を読解しながら、作家の問題
意識を理解する。

 [到達目標]
①作家の問題意識を正確に把握し、社会背景に関する知識と絡めて文学研究に取り組む能力を養う。
 
②現代の小説を正確に速く読解できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
　授業の概要の説明 

第2回～第6回　短編集"Le parrocchie di Regalpetra"から作品を選び精読する。 
第7回～第11回　短編集"Gli zii di Sicilia"から作品を選び精読する。 
第12回～第14回　短編集"Il mare colore del vino"から作品を選び精読する。 

第15回　フィードバックと全員によるテーマ討論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（50%）と期末レポート（50%）を基に評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Leonardo Sciascia 『Opere [1956.1971]』（Bompiani）ISBN:88-452-3254-9

イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストの精読をベースにした授業なので予習が不可欠である。単語の意味を調べ終えた後にどれ
だけ内容理解に時間をとれるかが学習の鍵となる。 
また、授業後は履修した箇所を音読すること。イタリア語を正確に発音しながら内容が頭に入って
くるまで繰り返し読むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業前後、あるいは下記のメールアドレスで随時受け付ける。 
m_kikuch@lang.osaka-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６２

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  実習

使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana: Cronache di viaggio tra Italia e Giappone  

 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di: 
Primo semestre: alcune cronache italiane di viaggio in Giappone. 

 [到達目標]
Consentire allo studente di migliorare le proprie competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, 
sintassi, di ampliare il registro linguistico e perfezionare pronuncia e comprensione scritta. 

 [授業計画と内容]
L’esame di alcune cronache di viaggio, romanzi, blog e videoblog consentirà allo studente di migliorare le 
proprie competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, sintassi, di ampliare il registro linguistico e 
perfezionare pronuncia e comprensione scritta.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali. Inoltre, periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere 
individualmente o in gruppo.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo.  

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



文献文化学系１６３

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学（外国語実習）
Italian Language and Literature

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  実習

使用
言語 イタリア語

題目  Esercitazioni di lingua italiana: come scrivere in italiano  

 [授業の概要・目的]
Il corso mira al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana attraverso la lettura di: 
Secondo semestre: alcuni saggi sulla corretta scrittura in italiano. 

 [到達目標]
Consentire allo studente di migliorare le proprie competenze linguistiche in fatti di lessico, morfologia, 
sintassi, di ampliare il registro linguistico e perfezionare pronuncia e comprensione scritta. 

 [授業計画と内容]
Secondo semestre: la lettura di alcuni saggi sulla lingua italiana fornirà agli studenti utili indicazioni su come 
si scrive: si analizzeranno cattivi e buoni esempi, argomentazioni scorrette e artifici retorici e si forniranno le 
regole necessarie per accrescere la dimestichezza con la lingua italiana.

 [履修要件]
Corso destinato a studenti di italiano elementare o intermedio. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Si richiede una partecipazione attiva da parte dello studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi 
settimanali. Inoltre, periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere 
individualmente o in gruppo.

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Periodicamente saranno assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo.  

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



文献文化学系１６４

科目ナンバリング 　U-LET10 21301 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 大槻　信
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  国語学講義

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

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

 [授業計画と内容]
講義を主体とするが、可能な範囲で発表や資料講読などを交える。授業では受講者からの積極的な
発言を歓迎する。知識よりも思考を重視する。
主たる講義内容は以下の通り。前期は文字・表記を中心に、後期は文体を中心に論じる予定である。

基本的に以下の計画によって講義を進めるが、内容の順序や回数を変えることがある。

【前期】	
第1回	イントロダクション
第2回	文字についての導入　前半
第3回	文字についての導入　後半
第4回	日本語の文字　前半
第5回	資料講読①
第6回	日本語の文字　後半
第7回	資料講読②
第8回	日本語の文字の歴史　前半
第9回	資料講読③
第10回	日本語の文字の歴史　後半
第11回	資料講読④
第12回	発表①
第13回	発表②
第14回	まとめ
第15回	前期末レポート
	
【後期】	
第1回	イントロダクション
第2回	文体についての導入　前半
第3回	文体についての導入　後半
第4回	日本語の文体　前半

系共通科目(国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(国語学)(講義)(2)

第5回	資料講読①
第6回	日本語の文体　後半
第7回	資料講読②
第8回	日本語の文体の歴史　前半
第9回	資料講読③
第10回	日本語の文体の歴史　後半
第11回	資料講読④
第12回	発表①
第13回	発表②
第14回	まとめ
第15回	後期末レポート

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
『国語史を学ぶ人のために』の指定部分を予習すること。
また、授業中にあげる資料や参考文献を読むことが良い復習となる。

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



文献文化学系１６５

科目ナンバリング 　U-LET10 21303 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 金光　桂子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
日本の古典文学の中からさまざまな「物語」を類型ごとに取り上げ、時代やジャンルによる変容を
確認しつつ、それぞれの物語のテーマを考える。

 [到達目標]
・さまざまな時代とジャンルの文学作品を読むことにより、古典文学史の流れを実際の作品に即し
て理解する。
・国文学研究の基礎的な方法について学ぶ。

 [授業計画と内容]
1.イントロダクション 
2.小さ子譚（１）―『一寸法師』
3.小さ子譚（２）―『小男の草子』
4.求婚譚（１）―『万葉集』
5.求婚譚（２）―『大和物語』
6.天人女房譚（１）―氏祖伝承
7.天人女房譚（２）―『竹取物語』
8.女の物語（１）―『源氏物語』
9.女の物語（２）―『とりかへばや物語』
10.しのびね型（１）―『しのびね』
11.しのびね型（２）―『しぐれ』
12.出家遁世譚（１）―『西行物語』
13.出家遁世譚（２）―『釈迦の本地』
14.継子物語（１）―『住吉物語』
15.継子物語（２）―『しんとく丸』

16.異類婚姻譚（１）―『玉水物語』
17.異類婚姻譚（２）―『芦屋道満大内鑑』
18.異類合戦譚―『鴉鷺物語』
19.判官物（１）―『義経記』
20.判官物（２）―舞の本
21.小野小町伝説（１）―『玉造小町子壮衰書』
22.小野小町伝説（２）―謡曲
23.芸能談（１）―音楽説話
24.芸能談（２）―歌徳説話
25.中国説話の翻案（１）―『唐物語』
26.中国説話の翻案（２）―『伽婢子』
27.総括
28.レポート作成に向けて（１）―課題設定 

系共通科目(国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(国文学)(講義)(2)

29.レポート作成に向けて（２）―調査方法 
30.フィードバック 28.レポート作成に向けて（1）―課題設定 
29.レポート作成に向けて（2）―調査方法 
30.フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業中に課す課題・コメントなど。20点）および期末レポート（80点）による。レポート
は到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた作品や関連資料のうち、少しでも興味をもったものは自分で読んでみること。

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



文献文化学系１６６

科目ナンバリング 　U-LET10 31340 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 金光　桂子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  松浦宮物語

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

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

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

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

第３回～第２９回　作品精読 
受講者の発表により作品を読み進める。発表者は担当部分について、テキストの翻字、語釈、現代
語訳、典拠の指摘などを行う。その中で特に関心のある事柄や重要な問題点について、調査・考察
した結果をレジュメにまとめ、発表する。発表者以外の受講者もあらかじめ熟読してから授業に臨
み、積極的に質問や意見を述べることが望まれる。各回の講読範囲はおおむね下記のように予定し
ている（受講者の人数によって調整する）。

第３回　５７丁表
第４回　５７丁裏
第５回　５８丁表
第６回　５８丁裏
第７回　５９丁表
第８回　５９丁裏
第９回　６０丁表
第１０回　６０丁裏
第１１回　６１丁表
第１２回　６１丁裏
第１３回　６２丁表
第１４回　６２丁裏
第１５回　６３丁表
第１６回　６３丁裏
第１７回　６４丁表
第１８回　６４丁裏
第１９回　６５丁表

国語学国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(演習)(2)

第２０回　６５丁裏
第２１回　６６丁表
第２２回　６６丁裏
第２３回　６７丁表
第２４回　６７丁裏
第２５回　６８丁表
第２６回　６８丁裏
第２７回　６９丁表
第２８回　６９丁裏
第２９回　７０丁表

第３０回　フィードバック

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

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

 [教科書]
テキストは京都大学文学部図書館蔵本（プリントを配布する）。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
・今年度の授業では物語の巻二の途中（新編全集p82～）から読み進める。それ以前の部分は参考
図書などによって各自あらかじめ読んでおくこと。また、少なくとも自分の担当が回ってくるまで
には、物語全体を通読しておくことが望ましい。
・自分の担当以外の箇所についても、十分に下読みしてから授業に臨むこと。

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



文献文化学系１６７

科目ナンバリング 　U-LET10 21350 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 鎌田　智恵
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  『千五百番歌合』講読

 [授業の概要・目的]
平安時代以降、歌の作者を左右に分け、詠んだ歌を1首ずつ番えて勝敗を決める「歌合（うたあわ
せ）」が流行した。中でも鎌倉時代初期に成立した『千五百番歌合』は、史上最大規模を誇る。後
鳥羽院や藤原俊成、藤原定家をはじめとする当時の代表歌人30人が詠進し『新古今和歌集』の選集
資料となったほか、新古今時代の歌風・歌論を知る上でも重要な資料である。
本授業では『千五百番歌合』を講読し、用例を集め本文を精緻に読解するという、国語学国文学を
研究する上で必要とされる基礎的な知識・調査研究方法を身につける。また変体仮名・くずし字を
正確に翻字する力を養う。

 [到達目標]
・古典の文章や和歌を、言葉の用い方、他の作品や時代背景との関係などを詳細に調べることを通
して解釈する、実証的な研究態度及び研究方法を身につける。
・国文学研究に必要な工具書、データベースなどの使い方について学び、それらを有効に使えるよ
うになる。 
・変体仮名・くずし字を正確に翻字する力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
授業計画の目安は以下のようになる。（実際の授業は受講者の理解度等に合わせて進めるため、変
更の可能性もある） 

第1回 導入―ガイダンス 
第2回 導入―模擬発表 
第3回 導入―模擬発表の振り返り・解説 
第4回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻3-①
第5回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻3-②
第6回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻3-③
第7回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻3-④
第8回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻3-⑤
第9回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-①
第10回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-②
第11回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-③
第12回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-④
第13回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-⑤
第14回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻4-⑥
（試験）　くずし字読解試験① 
前期フィードバック 

第16回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-①
第17回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-②

国語学国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



国語学国文学(講読)(2)

第18回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-③
第19回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-④
第20回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-⑤
第21回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻11-⑥
第22回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-①
第23回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-②
第24回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-③
第25回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-④
第26回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-⑤
第27回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-⑥
第28回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-⑦
第29回 受講者による発表―『千五百番歌合』巻12-⑧
（試験）　くずし字読解試験② 
後期フィードバック

各回の内容は以下のようになる。 
【第1～3回】導入 
授業の進め方・扱うテキスト・時代背景などを説明し、発表のデモンストレーションを行う。その
後、発表について解説した上で、発表を行う順番と担当箇所を決定する。 
【第4～30回】発表（演習） 
毎回1～2人の受講者が発表し、それに基づき議論するという形で進める。また各学期末にくずし字
の読解試験を行う。 

発表について、具体的な要領を以下に示す。 
・発表者は担当箇所の本文について異同を確認したうえで、用例を挙げて語釈を付ける。さらに問
題点を自ら見つけ出し、深く掘り下げて検討する。以上の内容を盛り込んだレジュメを準備し、発
表を行う。 
・発表をうけて、受講者全員で議論・検討を行う。 
・授業内に発表が回らなかった受講者は、学年末にレポートとして提出する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各学期末の試験・授業中の発言（50点）、発表・レポート（50点）により評価する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
『くずし字解読辞典』（東京堂出版）等のくずし字の辞典を準備すること。その他については、授
業中に適宜紹介する。

国語学国文学(講読)(3)へ続く↓↓↓



国語学国文学(講読)(3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者は、当該箇所を各自予習し、疑問点や問題点を洗い出した上で授業に臨むこと。
授業中の積極的な発言を期待する。  

（その他（オフィスアワー等））
ガイダンスを行うので、受講希望者は第1回目の授業に必ず出席すること。 
KULASIS掲載の授業資料、授業連絡メールをこまめに確認すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６８

科目ナンバリング 　U-LET11 21402 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説 1（文法）

 [授業の概要・目的]
中国語は、世界で最も広く話されている言語であり、言語史的資料も豊かである。この授業は、学
部2回生以上が、現代中国語の文法について、言語史的な視点をまじえつつ、基礎知識を把握する
ことを目標とする。

 [到達目標]
この科目は現代中国語（普通話）の文法入門として、中国語学・中国文学に関連した専門科目の履
修に向けた基礎となるものである。学修を終えた段階では、(1)現代中国語（普通話）の文法構造、
(2)中古中国語文法から現代中国語文法への史的発展に関する基礎知識を習得することが期待される。
あわせて古典中国語文法の基礎にも留意する。

 [授業計画と内容]
1.はじめに：中国語とはどのような言語か
2.現代中国語の表記法（簡体字と繁体字、ピンイン、注音符号）
3.普通話と方言 (1): 言語地理学的な視点から
4.普通話と方言 (2): 言語地理学、言語類型地理論仮説について
5.文法・語彙研究史(現代中国語と古典中国語、借用語)
6.品詞分類、語構成（接頭辞、接尾辞、重ね型）
7.句と文、否定、疑問
8.名詞、代名詞、量詞
9.動詞、形容詞、副詞(1) 
10.動詞、形容詞、副詞(2) 
11.時制とアスペクト
12.補語と目的語(1)
13.補語と目的語(2)
14.ヴォイス(受身、使役、「把」構文)
15.連動文と前置詞

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
きちんと授業に出席し、積極的に参加すること(20％）、課題にもとづいて毎週提出を求めるレポ
ート(日本語1200～1600字程度)の完成度(50％)、試験（30％).

 [教科書]
毎回の読書・研究課題はKULASISを通じて配布する。

系共通科目(中国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国語学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
朱徳煕 『文法講義―朱徳煕教授の中国語文法要説』（白帝社）ISBN:978-4891742676
三宅登之 『中級中国語　読みとく文法』（白帝社）ISBN:978-4560085875
太田辰夫 『中国語歴史文法』（朋友書店）（1958年江南書院初版本の復刊）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献に関しては、あらかじめ読んで理解したうえで出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
中国語学中国文学専修の学部学生は、「中国語学概説I」および「中国語学概説II」の両方が必修で
ある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１６９

科目ナンバリング 　U-LET11 21404 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語学概説 2（漢字史と中国語音韻史）

 [授業の概要・目的]
中国語は、世界で最も広く話されている言語であり、言語史的資料も豊かである。この授業は、学
部2回生以上が、漢字の歴史と中国語音韻史について、基礎知識を把握することを目標とする。 

 [到達目標]
この科目は漢字史および中国語音韻史の入門として、中国語学・中国文学に関連した専門科目の履
修に向けた基礎となるものである。学修を終えた段階では、(1)漢字の構造、(2)中国語音韻史に関
する基礎知識を習得することが期待される。

 [授業計画と内容]
1. はじめに、中国語研究史
2. 現代中国語の音韻 (1): 普通話
3. 現代中国語の音韻 (2): 方言における多様性
4. 漢字の歴史 (1): 『説文解字』と文字分類
5. 漢字の歴史 (2): 甲骨文、金文、戦国文字
6. 漢字の歴史 (3): 文字の統一、俗字、規範的書体
7. 音韻史の再構
8. 中古中国語の音韻 (1): 韻書と反切
9. 中古中国語の音韻 (2): 声調と声母 
9. 中古中国語の音韻 (3): 韻母
10. 中古中国語の音韻 (4): 韻図
11. 後期中古中国語
12. 近世中国語の音韻 (1): 声調と声母
13. 近世中国語の音韻 (2): 韻母
14. 上古中国語の音韻 (1): 韻母
15. 上古中国語の音韻 (2): 声調と声母

 [履修要件]
初級中国語を履修していること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
きちんと授業に出席し、積極的に参加すること(20％）、課題にもとづいて毎週提出を求めるレポ
ート(日本語1200～1600字程度)の完成度(50％)、試験（30％).

 [教科書]
毎回の読書・研究課題論文はKULASISを通じて配布する。

系共通科目(中国語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国語学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
大西克也・宮本徹 『アジアと漢字文化』（放送大学教育振興会）ISBN:4595309066
Jerry Norman 『Chinese』（Cambridge University Press）ISBN:0521296536

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考文献に関しては、次回までにあらかじめ読んで理解したうえで出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
中国語学中国文学専修の学部学生は、「中国語学概説I」および「中国語学概説II」の両方が必修で
ある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７０

科目ナンバリング 　U-LET11 21406 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、中国古典文学の代表的な作品・作家について、特に唐宋の韻文作品を中心に包括
的な知識を身につけることにある。国語科教職科目でもあるため、高校の「漢文」教科書に収録さ
れている作品を多くあつかうが、むしろそれを「外国語文学」もしくは「世界文学」として相対化
する視点を導入して考察を深めたい。 

 [到達目標]
韻文を主とした中国の古典文学に関する基本事項を理解したうえで、関連する研究成果を読み込み、
課題（レポート）に対して自主的にとりくむ能力を養う。  

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。 
第1回　唐詩の基礎知識（1）韻律のルール
第2回　唐詩の基礎知識（2）代表的な選集
第3回　隠逸と園林のトポス
第4回　「謫仙人」李白の想像力
第5回　「詩聖」杜甫の革新性
第6回　辺塞詩と閨怨詩　
第7回　中唐の流行詩人白居易（1）新楽府　
第8回　中唐の流行詩人白居易（2）長恨歌　
第9回　李商隠の恋愛詩
第10回　新たな韻文様式、詞の勃興
第11回　欧陽脩と梅堯臣
第12回　蘇軾の詩
第13回　蘇軾の詞
第14回　黄庭堅の詩法と「脱胎換骨」
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

系共通科目(中国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国文学)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
川合康三 『新編中国名詩選（全三冊）』（岩波文庫、2015年）ISBN:978-4-00-370001-3

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

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



文献文化学系１７１

科目ナンバリング 　U-LET11 21408 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国文学概論

 [授業の概要・目的]
中国古典文学の特徴として、「恋愛文学」に乏しいとしばしば指摘され、漢文にも「堅苦しい」と
か「教訓話が多い」というイメージが伴いがちです。中国の正統的な文学の世界において、果たし
てどのように「恋愛」が表現されてきたのか、あるいは男性同士の「友情」は「恋愛」の欠如を補
完するものだったのでしょうか？　本講義では、「恋と友情」という視点から、主に先秦から唐宋
にかけての文学作品を検討してゆきます。国語科教職科目でもあるため、高校の「漢文」教科書に
収録される作品にも言及しますが、むしろ既成の漢文イメージを解体することを目的としたい。   

 [到達目標]
中国古典文学のさまざまな文体の作品に触れ、基本事項を理解したうえで、関連する文献を読みこ
み、課題（レポート）に対して自主的にとりくむ能力を養う。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のとおり講義を進める。ただし講義の進捗度、受講者の理解度に応じて、順序や回数
を変更することがある。
第1回　中国文学に「恋愛」はない？
第2回　最古の恋愛歌謡『詩経』
第3回　女神との恋
第4回　漢代における愛のかたち
第5回　愛は生死を超えて
第6回　閨怨のうた
第7回　妻へのうた
第8回　文人と妓女
第9回　悲劇の女性詩人たち
第10回　大観園の世界
第11回　詩人の友情（1）李白と杜甫
第12回　詩人の友情（2）白居易と元ジン
第13回　「#20448」と友情
第14回　恋愛と友情
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

系共通科目(中国文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国文学)(講義)(2)

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

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
川合康三 『中国の恋のうた　『詩経』から李商隠まで』（岩波書店、2011年）ISBN:9784000281829

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

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



文献文化学系１７２

科目ナンバリング 　U-LET11 31447 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国現当代文学名著導読（１）

 [授業の概要・目的]
中国近現代文学の小説・詩歌・随筆・戯曲の各ジャンルにわたって原典を読むことで、現代中国語
で書かれた作品を正確に理解するための語学力を高める。

 [到達目標]
中国語の書きことばをより広く読めるようになるために、100年前から今世紀までの語彙・語法に
習熟、それぞれの時期の中国語の特徴について理解した上で、正確な読解を自力でできるようにな
る。

 [授業計画と内容]
○授業方針および中国近現代文学の背景知識についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、銭理群『中国現当代文学名著導読』から適宜作品を選び、指定した部分を読む。適当な機
会に、中国語による要約作成の宿題を課す。（14回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語中級を学んでいる程度の学力があり、正確な発音を心がけていること。授業
外学習の欄に記すとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。また、
後期の中国現当代文学名著導読（２）と連続して履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的な参加・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
銭理群 『中国現当代文学名著導読』（北京大学出版社）ISBN:9787301053393（受講者数が確定して
から発注する。）
関連資料をプリントで配布する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７３

科目ナンバリング 　U-LET11 31447 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 平田　昌司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国現当代文学名著導読（2） 

 [授業の概要・目的]
中国近現代文学の小説・詩歌・随筆・戯曲の各ジャンルにわたって原典を読むことで、現代中国語
で書かれた作品を正確に理解するための語学力を高める。

 [到達目標]
中国語の書きことばをより広く読めるようになるために、100年前から今世紀までの語彙・語法に
習熟、それぞれの時期の中国語の特徴について理解した上で、正確な読解を自力でできるようにな
る。

 [授業計画と内容]
○授業方針および中国近現代文学の背景知識についての概要説明、受講予定者数の確認（１回）
○以下、前期に続いて銭理群『中国現当代文学名著導読』から適宜作品を選び、指定した部分を読
む。適当な機会に、中国語による要約作成の宿題を課す。（14回）

 [履修要件]
全学共通科目で中国語中級を学んでいる程度の学力があり、正確な発音を心がけていること。授業
外学習の欄に記すとおり、予習にそれなりに時間をかけることを前提として履修すること。また、
前期の中国現当代文学名著導読（１）と連続して履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的な参加・発表担当（中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
銭理群 『中国現当代文学名著導読』（北京大学出版社）ISBN:9787301053393（前期に購入したテキ
ストを継続して使用する。）
関連資料をプリントで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
呂叔湘 『現代漢語八百詞（増訂版）』（商務印書館）（辞典の文法的説明ではあきたらなくなっ 
た人のための重要な参考書。）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７４

科目ナンバリング 　U-LET11 31447 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

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

 [到達目標]
中国古典文を読むために必要な知識、資料の使い方を学び、現代中国語と古典中国語の違いに配慮
しつつ、基本的文献の利用方法を学ぶ。古典中国語のみならず、現代中国語の読解能力も高め、漢
文訓読や白文に句読を施す訓練も行うなど、文献の特性と読解方法に従って正確に内容を理解でき
る力を養う。

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

１工具書の説明、資料作成方法
２『左伝』を読む：原文読解
３『左伝』を読む：現代中国語読解
４『国語』を読む：原文読解
５『国語』を読む：現代中国語読解
６『戦国策』を読む：原文読解
７『戦国策』を読む：現代中国語読解
８　先秦文についてのディスカッション
９『史記』本紀を読む：原文読解
１０『史記』本紀を読む：現代中国語読解
１１『史記』列伝を読む：原文読解
１２『史記』列伝を読む：現代中国語読解
１３『漢書』列伝を読む：原文読解
１４『漢書』列伝を読む：現代中国語読解
１５　先秦・漢代文のまとめ　

 [履修要件]
全学共通科目にて、中級中国語を履修していること。

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示

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



文献文化学系１７５

科目ナンバリング 　U-LET11 31447 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『古文観止』選読

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

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

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、『古文観止』を読む。読解対象は古典文だが、注釈及び『古代漢語』「古漢語通
論」は現代中国語文で記されている。その双方に目を配り、現代語・古典語ともに理解できるよう
に授業を進める。
１資料説明、工具書の利用方法
２　唐代の古文を読む１：原文読解
３　唐代の古文を読む１：現代中国語読解
４　唐代の古文を読む２：原文読解
５　唐代の古文を読む２：現代中国語読解
６　唐代の古文を読む３：原文読解
７　唐代の古文を読む３：現代中国語読解
８　宋代の古文を読む１：原文読解
９　宋代の古文を読む１：現代中国語読解
１０宋代の古文を読む２：原文読解
１１宋代の古文を読む２：現代中国語読解
１２宋代の古文を読む３：原文読解
１３宋代の古文を読む３：現代中国語読解
１４唐宋の古文についてディスカッション
１５　まとめ

　※この間に、進度に合わせて１ー２回のリーディングウィークを設ける。
　

 [履修要件]
全学共通科目で中級中国語を履修していること。

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示。

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



文献文化学系１７６

科目ナンバリング 　U-LET11 31449 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『唐宋詩挙要』選読

 [授業の概要・目的]
桐城派の高歩瀛（1873～1940）が編纂した『唐宋詩挙要』巻四「五言律詩」のなかから、唐詩を精
読する。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身につけるとと
もに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。

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

 [授業計画と内容]
『唐宋詩挙要』巻四「五言律詩」の王維「帰モウ川作」（中国書店標点本、下冊424頁）から読み
進める。授業は、原則として一首ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な訳注を作成しても
らう。それをたたき台として、受講者全員で討論、検討してゆく。
第1回　イントロダクション 
『唐宋詩挙要』についての概説。参考文献を紹介し、授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。
 
第2回　五言律詩の格律
第3回　王維「帰モウ川作」
第4回　王維「終南山」
第5回　王維「過香積寺」
第6回　王維「送平澹然判官」
第7回　王維「送劉司直赴安西」
第8回　王維「送方城韋明府」
第9回　王維「送梓州李使君」
第10回　王維「送楊長史赴果州」
第11回　王維「送ケイ桂州」
第12回　王維「送丘為落第帰江東」
第13回　王維「漢江臨汎」
第14回　王維「観猟」
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、盛唐詩の特徴についてまとめる。

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
高歩瀛 『全本唐宋詩挙要』（中国書店、2011年）ISBN:978-7-80663-745-6（中文研究室に配架）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７７

科目ナンバリング 　U-LET11 31449 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 緑川　英樹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『唐宋詩挙要』選読

 [授業の概要・目的]
桐城派の高歩瀛（1873～1940）が編纂した『唐宋詩挙要』巻五「七言律詩」のなかから、唐詩を精
読する。詳密な訳注を作成することを通して古典詩文の読解力、文献調査の技法を身につけるとと
もに、唐代文学に対する理解を深めることをめざす。    

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

 [授業計画と内容]
前期に引きつづき、『唐宋詩挙要』巻五「七言律詩」の祖詠「望薊門」（中国書店標点本、下冊
544頁）から読み進める。授業は、原則として一首ごとに担当者一名をあらかじめ指名し、詳細な
訳注を作成してもらう。それをたたき台として、受講者全員で討論、検討してゆく。 
第1回　唐詩を読むための工具書 
第2回　七言律詩の格律
第3回　祖詠「望薊門」 
第4回　劉長卿「過賈誼宅」 
第5回　劉長卿「登余干古県城」 
第6回　劉長卿「献淮寧軍節度使李相公」 
第7回　崔曙「九日登望仙台呈劉明府」 
第8回　李白「登金陵鳳皇台」 
第9回　杜甫「送鄭十八虔貶台州司戸傷其臨老陥賊之故闕為面別情見於詩」 
第10回　杜甫「曲江陪鄭八丈南史飲」 
第11回　杜甫「曲江二首」其一 
第12回　杜甫「曲江二首」其二 
第13回　杜甫「九日藍田崔氏荘」 
第14回　杜甫「至日遣興奉寄北省旧閣老両院故人」 
第15回　まとめ 
精読の成果を踏まえ、盛唐詩の特徴についてまとめる。

 [履修要件]
特になし

中国語学中国文学(演習)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(演習)(2)

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

 [教科書]
高歩瀛 『全本唐宋詩挙要』（中国書店、2011年）ISBN:978-7-80663-745-6（中文研究室に配架）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７８

科目ナンバリング 　U-LET11 21451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  同時代中国文学作品選読

 [授業の概要・目的]
現代中国の随筆や小説、論説文などを読み、現代中国語で書かれた文学作品を理解し、正確に文法
を分析できるだけの語学力及び文章鑑賞能力を身につける。

 [到達目標]
現代中国語の随筆や小説、さらに論説文などを正確に理解でき、構文を把握するための基礎力を獲
得すること。テーマは広い範囲から選択し、内容から現代中国の諸相を理解し、文学的表現の鑑賞
能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回：授業方針の概要説明、受講予定者数の確認。以下、作品から指定した部分を読む。あわせ
て、適宜、中国語の構文分析の宿題を課す。
第２回：朱自清の随筆を読む
第３回：朱自清の随筆の構文上の特徴
第４回：朱次清の随筆について討論
第５回：老舎の小説を読む
第６回：引き続き老舎の小説を読む
第７回：老舎の小説の構文上の特徴
第８回：老舎の小説について討論
第９回：短編の戯曲を読む
第１０回：短編の戯曲を引き続き読む
第１１回：戯曲の文体上の特徴
第１２回：呂叔湘の論説文を読む
第１３回：呂叔湘の論説文を引き続き読む
第１４ー１５回：中国語現代文について総括討論

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（担当以外の発言、中国語の発音評価を含む）の状況70％、試験30％。

 [教科書]
主としてプリントを使用する。

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１７９

科目ナンバリング 　U-LET11 21451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 木津　祐子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国学術論文選読

 [授業の概要・目的]
中国の重要な学術論文を選読する。文学・語学に関する基本的な学術論文の組み立てを学び、論理
的な思考に基づいて読解することを通し、基礎的な中国学研究の知識を同時に学ぶことを目指す。

 [到達目標]
中国現代語の文法構造を理解したうえで、正確な意味解釈ができるようになること。また、古典や
現代、さらに語学に関する重要な学術論文を読み、中国学に関する知識を吸収し、自ら読む対象を
選ぶことができるようになることを目指す。

 [授業計画と内容]
以下の課題についてあつかう。現代中国語による注釈・解説の読解を含む。 
第1回：基礎的な論文、主要な工具書の解説。 
第2回ー5回：古典文学に関する学術論文を読む 
第6回：ディスカッション
第7回ー9回：現代文学に関する学術論文を読む
第10回：ディスカッション
第11回ー13回：語学に関する学術論文を読む
第14回：ディスカッション
第15回：各自が定めたレポート課題について照会し議論する。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（中国語の発音評価を含む）60％、レポート40％。レポート課題は授業中に発表し議論する。

 [教科書]
授業中に指示する

中国語学中国文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国語学中国文学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定した文について、中国語の発音、語彙の古典としての意味・現代語としての意味双方を
調べたうえで、自力で読解し、問題点をあきらかにしたうえで出席すること。また、原文を正確な
発音で読めるように練習しておくこと。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８０

科目ナンバリング 　U-LET12 11502 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅰ）

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

 [到達目標]
中国哲学における「気」、「性」、「道」、「理」などの基本的諸概念の持つ意味を理解すること
により、中国文化に対する考察のみならず、人類の文化全体を考えるときの基礎的な知識を身につ
ける。

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験による（100パーセント）

系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない
漢文資料などは授業時に適宜コピーして配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

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



文献文化学系１８１

科目ナンバリング 　U-LET12 11504 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  中国哲学史講義（Ⅱ）

 [授業の概要・目的]
中国の目録学について概要を示すことからはじめて、中国哲学史上の重要な書物について、経部と
子部の書物を中心にそれぞれの内容について解説し、その書物が学問全体においてもつ位置につい
ての知識を深める。

 [到達目標]
中国の目録学についての基本的な知識を修得し、目録学が持つ意味を理解するとともに、中国の経
部書（儒教の経書に関わる書物群）、子部書（諸子百家と、いわゆる技術書とされるもの）といっ
た、中国哲学が主に扱う分野の書物について、それぞれの書物がどういう経緯で作られ、いったい
何が書かれているか、さらには、学術全体の中でその書物がどのような位置にあるのかなどを知り、
中国学を学ぶ上で基礎的な知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
１．目録と学問について
２．目録の歴史　一　焚書と『漢書藝文志』
３．目録の歴史　二　六朝期の目録と　『隋書經籍志』
４．目録の歴史　三　唐代から『四庫全書総目提要』へ
５．子部書の分類について
６．子部書の概観　一　諸子百家
７．子部書の概観　二　技術書
８．子部書の概観　三　類書
９．易
１０．書
１１．詩
１２．礼
１３．春秋
１４．四書、小学書
１５. 試験及びフィードバック（詳細は授業時に解説する）

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（100パーセント）

系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(中国哲学史)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（100パーセント）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ひろく中国の古典に親しんでください。

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



文献文化学系１８２

科目ナンバリング 　U-LET12 21550 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 池田　恭哉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  『文選』の文章を読む（曹植「七啓」）

 [授業の概要・目的]
　漢文を読むための基礎的な知識を習得し、それらを活用して実際の漢文を読み、その読解力を身
につけることを最大の目的とする。最初は漢文とその読み方について概説をし、またテキストとな
る『文選』について紹介する。
　その上で、実際の『文選』収録の文章として、三国魏の曹植による「七啓」を読解する。なおそ
の際、『文選』に附された李善による注釈もあわせて読むことで、漢文読解における注釈の意義に
ついて考えてもらう。

 [到達目標]
目標は下記の四点である。
１、漢文を読むための基礎的な知識を習得する。
２、漢文読解における注釈の意義を理解できる。
３、注釈を活用しつつ、自ら出典を調べ、漢文を正確に読める。
４、出典を調べる際に活用する工具書、あたるべきテキストなどを整理できる。

 [授業計画と内容]
　最初のうちは講義形式で進め、時にその内容の定着を見る問いを発し、それに出席者に答えても
らう。
　曹植「七啓」を読む段階に入ってからは、毎回の担当者を決め、訳注稿を作成してきてもらい、
それについて出席者全員で討議する形式をとる。その際には、担当者以外の出席者の積極的な参画
を望む。
１ ガイダンス
２ 漢文の読み方：直読、訓読、現代語訳
３ 漢文の読み方：典故について
４ 漢文の読み方：注釈について
５ 漢文の読み方：注疏について
６ 漢文の読み方：対句、文体について
７ 『文選』について：成立と受容
８ 『文選』について：李善注と五臣注
９～30 曹植「七啓」の読解と討議
※フィードバックの方法は授業時に指示する。

 [履修要件]
特になし

中国哲学史(講読)(2)へ続く↓↓↓



中国哲学史(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（教員の発問に対する積極的な回答、訳注稿に基づく発表、その修正稿の提出、自身
の予習に基づく討議への参加などを総合的に判断する）。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストはコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１８３

科目ナンバリング 　U-LET13 11602 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人文科学研究所 藤井　正人
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　古代インドの歴史と言語
第2回　ヴェーダとはどのような文献か
第3回　リグ・ヴェーダについて
第4回　リグ・ヴェーダを読む (1)
第5回　リグ・ヴェーダを読む (2)
第6回　ヤジュル・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダ
第7回　ヴェーダ祭式 (1)
第8回　ヴェーダ祭式 (2)
第9回　ブラーフマナ文献
第10回　ヴェーダ祭式の思想性
第11回　輪廻思想の成立
第12回　初期ウパニシャッド 
第13回　中期ウパニシャッド 
第14回　ダルマ・スートラからダルマ・シャーストラへ
第15回　総括
定期試験

 [履修要件]
特になし

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

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



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８４

科目ナンバリング 　U-LET13 11604 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 横地　優子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット文献史（叙事詩以降）

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　サンスクリット文献全般と授業で扱う分野の概説
第2回　2大叙事詩の内容と特徴
第3回　2大叙事詩の成立過程
第4回　ダルマと人生の四大目的（法、実利、愛、解脱）
第5回　法典文献と政治学文献
第6回　ヒンドゥー教の形成：一神教信仰の成立とヒンドゥー神話
第7回　古伝承文献（プラーナ）の内容概観・形成史
第8回　プラーナの世界観・時間観
第9回　インドにおける説話：動物寓話と大説話
第10回　サンスクリット美文学（カーヴィヤ）のジャンル・内容概観
第11回　サンスクリット詩の諸特徴
第12回　演劇と美的体験の理論
第13回　サンスクリット詩学の発展とその諸文献
第14回　カーヴィヤの形成期から成熟期、代表的作品
第15回　定期試験
第16回　フィードバック（方法は授業中に指示する）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に課す簡単なレポートを考慮に入れた平常点（50％）、定期試験（50％）により評価する。

 [教科書]
教科書は特に使用しない。参照すべき資料は、授業内容に合わせて適宜紹介、配布される。叙事詩
とカーヴィヤについては、世界歴史大系「南アジア史１：先史・古代」（山崎元一・小西正捷編）

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



系共通科目(サンスクリット語学サンスクリット文学)(講義)(2)

山川出版社（2007年）の「第9章：文学史の流れ」を主たる教材とする。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
各ジャンルごとの参考文献リストを授業中に配布するか、KULASISにアップロードする。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ない。授業中に配布する資料などを使って、講義内容の復習をすることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
サンスクリット文献全般について学ぶためには、サンスクリット文献史（ヴェーダ文献）、インド
哲学史（前期と後期）も合わせて受講することが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８５

科目ナンバリング 　U-LET13 11702 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  History of Indian Philosophy A

 [授業の概要・目的]
This class aims to give an overview of the most influential traditions of Indian philosophical thought and to 
present brief summaries of the main doctrines as presented in original sources. We will study the historical 
development and the main debates that shaped these traditions.

 [到達目標]
1) Students will learn about the principal themes and problems discussed in Indian  philosophical thought. 
2) Students will become familiar with the historical development of these themes. 
3) Students will study the main arguments and positions upheld by competing traditions. 
4) Students will study the most important intra-system debates that shaped the development of these 
traditions. 
5) Students will compare the main concepts and methods of Indian philosophical thought with the beliefs of 
other philosophical traditions.  

 [授業計画と内容]
Week 1. Introduction. Is philosophy the same as tradition, darsana or tarka? How do we study it? Can we 
compare it to other traditions?

Week 2. The Vedas and Upanishads as the source. The argument of infallible tradition. The counter-argument 
of omniscient founders.

Week 3. The grammarians and the language of philosophy. The style and content of Patanjali's Great 
Commentary. The Vakyapadiya and linguistic monism.

Week 4. Abhidharma and the conceptual vocabulary of Buddhist thought. 

Week 5. Yogachara idealism. Phenomenological and ontological emptiness. 

Week 6. Nyaya. Knowledge and realism. Liberation through knowledge.

Week 7. Vaisesika categorization. Prasastapada. 

Week 8. Samkhya dualism. The Samkhyakarika and the Yuktidipika.

Week 9. Yoga analysis of mental processes. The Yogasutra and its commentaries.

Week 10. Mimamsa hermeneutics. Kumarila and Prabhakara.

Week 11. Advaita Vedanta. Shankara and his followers

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

Week 12. Visistadvaita and Dvaita Vedanta. Theistic interpretations. Ramanujan and Madhva.

Week 13. Shaiva Siddhanta and Isvarapratyabhijna. Shaiva dualism and non-dualism

Week 14. Navya Nyaya. The Tattvacintamani and its influence on all schools of thought.

Week 15. Review.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class work 60%. Final paper to be submitted in week 15: 40%.

 [教科書]
Garfield, Jay 『Treatise on the Three Natures (Trisvabhavanirdesa)』（Oxford University Press）（ pp. 35-
45 in William Edelglass and Jay Garfield (eds.), Buddhist Philosophy: Essential Readings. 2009）
Franco, Eli 『On the Periodization and Historiography of Indian Philosophy.』（Publications of the De 
Nobili Research Library）（Periodization and Historiography of Indian Philosophy. Vienna 2013.）
Halbfass, Wilhelm 『The Sanskrit Doxographies and the Structure of Hindu Traditionalism』（: State 
University of New York Press）（India and Europe: An Essay in Understanding. Albany, 1988）
Materials distributed in class. 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Details provided in class.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation consists of reading short articles and text passages in advance for the next week.

（その他（オフィスアワー等））
It is desirable to continue with Indian Philosophy B in the next semester to study the content of the Indian 
Philosophical traditions in relation to specific themes, especially ontology and epistemology.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８６

科目ナンバリング 　U-LET13 11704 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  History of Indian Philosophy B

 [授業の概要・目的]
This class aims to give an overview of the most influential themes and problems debated in the Indian 
philosophical traditions as presented in original sources. We will study the historical development and the 
main debates that shaped these traditions. 

 [到達目標]
1) Students will learn about the principal themes and problems discussed in Indian  philosophical thought. 
2) Students will become familiar with the historical development of these themes. 
3) Students will study the main arguments and positions upheld by competing traditions. 
4) Students will study the most important intra-system debates that shaped the development of these 
traditions. 
5) Students will compare the main concepts and methods of Indian philosophical thought with the beliefs of 
other philosophical traditions.  

 [授業計画と内容]
Week 1. Introduction. Metaphysics, Ontology, Epistemology and Cosmology.

Week 2. Pramana Epistemology. What is an instrument of knowing? How many instruments are there? 

Week 3. Perception

Week 4. Error and Doubt. What is error? How many types of doubt are there?

Week 5. Inference. How can vyapti be established? 

Week 6. Verbal cognition. The relationship between word and meaning. What is a referent?

Week 7. Analogy. Is analogy reliable?

Week 8. Other means of knowledge.

Week 9. Competing ontologies. Elements, categories, or phenomena? Substances, qualities and relations.

Week 10. Theories of Causation.

Week 11.  Transformation and evolution.

Week 11. Agency and action.

系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(インド哲学史)(講義)(2)

Week 12. The nature and qualities of the self.

Week 13. Non-existence.

Week 14. Theories of Time.

Week 15. Review.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class work 60%. Final paper to be submitted in week 15: 40%.

 [教科書]
Details provided in class. 

 [参考書等]
  （参考書）
Taber, John 『A Hindu Critique of Buddhist Epistemology: Kumarila on Perception』（Routledge）（ 
London and New York:, 2005.）
Westerhoff, Jan 『The Dispeller of Disputes: Nagarjuna’s Vigrahavyavartani. 』（Oxford University Press）
（2010）
Dravid, N. S.  『A Bouquet of Flowers of Reasoning (Nayakusumanjali)』（ Indian Council of 
Philosophical Research）（ New Delhi 1996）
Details provided in class. 

 [授業外学習（予習・復習）等]
Preparation consists of reading short articles and text passages in advance for the next week. 

（その他（オフィスアワー等））
It is desirable to continue with Indian Philosophy B in the next semester to study the content of the Indian 
Philosophical traditions in relation to specific themes, especially ontology and epistemology.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１８７

科目ナンバリング 　U-LET14 11802 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

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

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

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。

第1回　序論：仏教と仏教学
第2回　仏教誕生の背景
第3回　仏陀の生涯
第4回　初期仏教：基本的な教説
第5回　初期仏教：教説の特徴
第6回　初期仏教：教団の発展
第7回　部派仏教：アショーカ王と教団の分裂
第8回　部派仏教：阿含（アーガマ）と論（アビダルマ）
第9回　説一切有部の思想：概説
第10回　説一切有部の思想：その世界観
第11回　説一切有部の思想：五位七十五法の成立
第12回　説一切有部の思想：五位七十五法
第13回　説一切有部の思想：因果説と縁起解釈
第14回　説一切有部の思想：実践と聖者の階位
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]
特にないが、後期の仏教学講義をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教の思想の流れと、個々の思
想に対する理解にしたがって評価する。

系共通科目(仏教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(仏教学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１８８

科目ナンバリング 　U-LET14 11804 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宮崎　泉
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  インド・チベット仏教思想史

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

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

 [授業計画と内容]
毎回の授業内容は、おおよそ以下の通りである。 

第1回　経量部の思想：概説
第2回　経量部の思想：三世実有説批判と五位七十五法の整理
第3回　大乗運動と大乗経典：概説
第4回　大乗運動と大乗経典：空性と慈悲
第5回　中観学派の思想：概説
第6回　中観学派の思想：『中論』に説かれる縁起と空
第7回　唯識学派の思想：概説とアーラヤ識
第8回　唯識学派の思想：三性説と空性理解
第9回　仏教論理学派
第10回　中期中観派
第11回　後期インド仏教と密教
第12回　前伝期のチベット仏教
第13回　後伝期の仏教諸派の思想１（カダム派、サキャ派、カギュ派） 
第14回　後伝期の仏教諸派の思想2（ニンマ派、ジョナン派、ゲルク派）、宗派折衷運動、ボン教
の歴史と思想
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]
特にないが、後期の授業は前期の内容を引き継ぐものなので、前期の仏教学講義を受講しているこ
とが望ましい。

系共通科目(仏教学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(仏教学)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
三回程度の簡単な課題（30％）と筆記試験（70％）を行い、インド仏教とチベット仏教の思想の流
れと、個々の思想に対する理解にしたがって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



文献文化学系１８９

科目ナンバリング 　U-LET42 13902 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

西洋文学入門(講義)
Introduction to Western Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 CIESKO，Martin
教授 文学研究科 中村　唯史
准教授 文学研究科 川島　隆
教授 文学研究科 廣田　篤彦
准教授 文学研究科 小林　久美子
准教授 文学研究科 永盛　克也
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1・2回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋文学入門

 [授業の概要・目的]
西洋文化学系の専任教員７名によるリレー講義です。西洋古典文学、イタリア文学、英文学、フラ
ンス文学、ロシア文学、アメリカ文学、ドイツ文学等の作品やジャンルやモチーフをトピックとし
て、各担当者がその魅力を語ります。西洋文学に関する全般的な理解を深めることを目的とします
が、それと同時に、さらに深く学びたい人を西洋文化の世界へといざなう起点となることも期待し
ています。

 [到達目標]
西洋文学のさまざまな作家や作品にかんする知識と理解を深めるとともに、文学作品を読み解くた
めの基本的な技法を身につける。

 [授業計画と内容]
西洋古典文学(Ciesko)
第1週　イントロダクション（廣田）/  ソフォクレス『オイディプス王』
第2週　エウリピデス『メデイア』

イタリア文学（村瀬）
第3週　物語の魅力：大枠から細部まで（ボッカッチョ『デカメロン』）
第4週　力と運命（マキァヴェッリ『君主論』）

英文学（廣田）
【どの版でも良いので『ハムレット』の日本語訳（または英語版）を持参すること】
第5週　演劇テクストと劇場構造（シェイクスピア『ハムレット』1）
第6週　西洋古典とエリザベス朝演劇（シェイクスピア『ハムレット』2）

フランス文学（永盛）
第7週　モラリスト文学の系譜（モンテーニュ『エセー』、パスカル『パンセ』、ラ・ロシュフー
コー『箴言集』）
第8週　青年の野心の物語（スタンダール『赤と黒』、バルザック『ゴリオ爺さん』、フロベール
『感情教育』）

ロシア文学（中村）
第9週　プーシキン『ベールキン物語』序文をめぐって：近代小説における語り手の問題

西洋文学入門(講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋文学入門(講義)(2)

第10週　プーシキン『吹雪』『スペードの女王』考：先行作品、milieuとの間テキスト性について

アメリカ文学（小林）
第11週 アメリカ詩の鑑賞法（ホイットマン、ディキンソン、ギンズバーグ各人による代表的一篇）
第12週 アメリカ小説の味読法（フォークナー『響きと怒り』）

ドイツ文学（川島）
第13週　ハンス・ペーター・リヒター『あのころはフリードリヒがいた』
第14週　ベルンハルト・シュリンク『朗読者』

第15週　まとめ・フィードバック（廣田）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートにより、到達目標の達成度にもとづいて評価する。レポートについては授業中に指示
をするのでそれに従うこと。

 [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。
授業で取り上げる作品の多くは、下記のサイトでも紹介されている。

  （関連ＵＲＬ）
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/210188/1/seiyobungaku_hyakunen.pdf#page=2(「
西洋文学この百冊」)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた作品、紹介された本や論文を、できるだけ自分でも読んでみること。

（その他（オフィスアワー等））
特定の国や作家に偏るのではなく、未知の国や作家の文学にも触れ、西洋文学の多様性の一端を実
感してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９０

科目ナンバリング 　U-LET15 13100 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古典学)(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 高橋　宏幸
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  ローマ演劇史

 [授業の概要・目的]
主としてプラウトゥスおよびテレンティウスの喜劇作品とセネカの悲劇作品を取り上げ、ジャンル
の常套、各作家の作風、表現の特色を紹介する。

 [到達目標]
演劇を愛したローマ人の感性に触れる。
古典演劇の表現手法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
ローマ喜劇はギリシア新喜劇の筋立てを翻案し、ローマ独自の要素を加味した。そうしてプラウト
ゥスはすべてを吹き飛ばすような弾ける笑いを、テレンティウスは人情味が滲む優雅な笑いを生み
出した。セネカはギリシア悲劇を模しながら、彼が生きたローマとその時代を織り込んだ劇を残し
た。これらの様相を邦訳テキストに即して見ていく。
第1回　文学史的背景
第2回-第4回　ギリシア新喜劇、ローマの劇場、
第5回-第8回　プラウトゥスの喜劇
第9回-第11回　テレンティウスの喜劇
第12回-第14回　セネカの悲劇
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート：70％
平常点：30％

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(西洋古典学)(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
ギリシア・ローマ演劇の邦訳をできるだけ数多く読むこと。

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



文献文化学系１９１

科目ナンバリング 　U-LET15 13102 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(西洋古典学)(講義)
Greek and Latin Classics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 CIESKO，Martin
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  講義

使用
言語   英語 

題目  Watching Greek Drama

 [授業の概要・目的]
You will become acquainted with the most memorable, enjoyable or disturbing myths of ancient Greece as 
portrayed in Greek Tragedy. We will discuss a few pieces, and then watch staged performances (in Japanese 
or with Japanese subtitles). Through exposure to Greek theatre you will learn about the Greeks' world outlook,
 attitudes to gods, to life around them, and observe their ethical norms and taboos.

 [到達目標]
The goal is to introduce the best and most thought-provoking Greek myths and tragedies built around them 
and to see how Greeks viewed life, heroism, fate and their own place in the world. Who were their gods, how 
did they behave, and how did this civilization's ethical norms and taboos come to be shaped? We will also 
touch upon the afterlife of Greek Tragedy in modern literature and philosophy.

 [授業計画と内容]
The course will be conducted in English.
1. Introduction to Greek theatre.
2-15 We will discuss Greek playwrights, Aeschylus, Sophocles and Euripides and introduce each through a 
selection of their works. Their plays are a fascinating mixture of thought-provoking but also entertaining 
stories from mythology combined with perennial questions about politics, religion and ethics. Through direct 
exposure to such stories you will be able to see for yourselves why they still keep fascinating us after so many 
centuries. You will be in a position to compare ancient Greeks' ideas about acts of transgression, their 
thinking about love, gods' power, man's place in the world, and what constitutes true heroism.

 [履修要件]
Ability to understand spoken English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation in class, plus final report. 平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Read a few excerpts in Japanese or in translation.

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



文献文化学系１９２

科目ナンバリング 　U-LET16 13202 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代ロシア文化概説Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシアの文学・思想は、近代日本の文学や思想に多大な影響を与えてきました。チェーホフの戯
曲の上演回数は、ロシア本国に次いで世界第二位であり、トルストイやドストエフスキーは大正か
ら昭和にかけて、もっとも読まれた作家に属していました。その人気は現代にまで続いています。
　しかし、ロシアの文学や思想が、どのような文化伝統の中で形成され、どのような状況の中で発
展してきたのかについては、必ずしも十分に理解されてきたわけではありません。
　主要な幾つかのトピックに重点を置いて、18世紀末の近代ロシア文学の形成から1880年頃までの
ロシア文学・思想・絵画の流れを、できるだけ体系的に概観していきます。

 [到達目標]
1）近代ロシアの文学・思想・絵画についての知識と理解を得る。
2）欧米文化共通の特徴である作品・ジャンル・国の枠を超えた交差を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回：はじめに

第2－3回：近代以前のロシア文化の流れ
東方正教、コサック・古儀式派の発生、ペテルブルグ建設など

第4－13回：以下の３つの系譜を軸に、時代を追って19世紀ロシア文学・思想を概観します。

１）自己意識の鏡としてのペテルブルグ神話の系譜：
プーシキン『青銅の騎士』、ゴーゴリ『外套』『鼻』、ドストエフスキーのペテルブルグほか

２）ロシア文化における「他者」としてのコーカサス表象の系譜：
プーシキン『コーカサスの虜』、レールモントフ『現代の英雄』他、トルストイ『コサック』ほか

３）「ロシア的自然」の系譜：
プーシキン、レールモントフの詩、ツルゲーネフ『猟人日記』、トルストイ『戦争と平和』『アン
ナ・カレーニナ』、移動派の絵画ほか

第14回：農奴解放令以後の文学と社会状況

第15回：まとめ

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

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９３

科目ナンバリング 　U-LET16 13204 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)
Slavic Languages and Literatures (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 中村　唯史
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代ロシア文化概説Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　ロシアの文学・思想は、近代日本の文学や思想に多大な影響を与えてきました。チェーホフの戯
曲の上演回数は、ロシア本国に次いで世界第二位であり、トルストイやドストエフスキーは大正か
ら昭和にかけて、もっとも読まれた作家に属していました。その人気は現代にまで続いています。 
　しかし、そのようなロシア文学への関心は、おおむね19世紀末までに留まり、20世紀の文学や文
化がどのように展開してきたのかは、日本ではほとんど知られていないと言っても過言ではありま
せん。 
　この講義では、19世紀末から20世紀に入り、ソ連期を経て、その崩壊後の文化状況までを概観し
ます。

 [到達目標]
1）20世紀ロシア（ソ連）の文学・思想・映画・絵画についての知識と理解を深める。
2）芸術作品や文化現象を分析・考察するための枠組みと方法を身に付ける。

 [授業計画と内容]
第1回：はじめに

第2－5回：19世紀末から20世紀初頭の文学・絵画・思想
象徴主義（イヴァノフ、ソログープほか）、リアリズム文学（ゴーリキー、チェーホフほか）、近
代ロシア絵画の展開（クインジー、レヴィタン、ヴルーべリ、シャガール、マレーヴィチほか）

第6－8回：「ロシア・アヴァンギャルド」の季節
ロシア・フォルマリズム（「異化」とその通時的展開）、未来派の文学と絵画（超意味言語詩、無
対象絵画）、建設や映画の展開（タトリン、エイゼンシュテイン、ジガ・ヴェルトフ、モンタージ
ュほか）

第9－13回：ソ連期の文学・思想・文化
文学：ザミャーチン、フールマノフ、バーベリ、ブルガーコフ、ベルゴーリツほか
思想：全一性の詩学、規範としての社会主義リアリズムとその溶融
映画：タルコフスキー、シェンゲラーヤ、ゲルマンほか

第14回：ソ連崩壊後の文化状況（ペレーヴィン、ソローキン、ウリツカヤほか）

第15回：まとめ

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

系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(スラブ語学スラブ文学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回配付する質問票への記入30%、期末レポート70％で評価します。

 [教科書]
適宜プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時ほか授業中に適宜指示します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論考を、できるだけ自分でも読んでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
ロシア語の知識はかならずしも必要としません。
後期からの履修も認めます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９４

科目ナンバリング 　U-LET16 33231 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の基礎

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸事項につき、理解を深めてゆく。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
第１回：ロシア語学の基本的な諸概念（１）
第２回：ロシア語学の基本的な諸概念（２）
第３回：ロシア語の統語論（１）
第４回：ロシア語の統語論（２）
第５回：ロシア語の形態論（１）
第６回：ロシア語の形態論（２）
第７回：ロシア語の音論
第８回：ロシア語の語彙論
第９回：ロシア語の諸方言の基礎
第10回：ロシア語史の基礎
第11回：ロシア語学の視点からの文学作品研究（１）
第12回：ロシア語学の視点からの文学作品研究（２）
第13回：ロシア語学と翻訳
第14回：総括
第15回：フィードバック
＊フィードバックについては授業中に指示します。

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式も一部で取り入れたい。受
講生諸君に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決め
ようと考えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（週に２回の授業で少なくとも２セメスターは履修済みのレベル
で）。  

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９５

科目ナンバリング 　U-LET16 33231 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題につき、理解を深めてゆく。
  

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。

 [授業計画と内容]
　動詞のアスペクト、名詞・形容詞の格、コピュラを含む構文といったテーマを中心に、取り組む
予定である。 

第１回　イントロダクション
第２回　イントロダクション（承前）
第３回　古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題１
第４回　古典的なヴェンドラーの分類をめぐる問題２
第５回　借用語である動詞と両体動詞との関係の問題１
第６回　借用語である動詞と両体動詞との関係の問題 ２
第７回　否定とアスペクトとの問題１
第８回　否定とアスペクトとの問題２
第９回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題１
第10回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題２
第11回　動詞のアスペクトと目的語（その格）の問題３
第12回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題１
第13回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題２
第14回　コピュラを含む構文の述部での名詞・形容詞の格の選択の問題３
第15回　フィードバック
　＊フィードバックについては授業中に指示します。

　
　導入的な講義（２回分）の後に、各項目につき、２回ないし３回の講義で扱ってゆく予定である
が、その際に、格とアスペクトとの関係、近隣のスラヴ諸語との対照といった点にも目配りをして
ゆきたい。 

　単なる講義には終わらず、いくつかのカレントの論文を輪読する形式で進めてゆく。受講生諸君
に割り当てる際には、本人の関心・興味と勉学・研究の進み具合を勘案の上、分担を決めようと考
えているので、受講する諸君は積極的に参加して欲しい。

スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
ロシア語の読めることが望ましい（週に２回の授業で４セメスターは履修済みのレベルで）。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。 
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系１９６

科目ナンバリング 　U-LET16 23251 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語講読の基本

 [授業の概要・目的]
　名詞・形容詞はもとより、人称代名詞の格変化、さらに、関係代名詞の用法、分詞の用法などに
目配りしつつ、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。

 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での基本的な文法や構文を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。
第２回　イントロダクション。承前
第３回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。１
第４回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。２
第５回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。３
第６回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。４
第７回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。１
第８回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。２
第９回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。３
第10回　関係代名詞や分詞を含む文章を読む。４
第11回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。１
第12回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。２
第13回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。３
第14回　チェーホフの短編などに挑戦してみたい。４
第15回　フィードバック。
　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　初級は履修済みであることが望ましい。

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

 [教科書]
　プリントなど。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

スラブ語学スラブ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。

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



文献文化学系１９７

科目ナンバリング 　U-LET16 23251 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 服部　文昭
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語の講読（実践編）

 [授業の概要・目的]
　関係代名詞の用法、分詞の用法などに目配りしつつ、さらに、動詞の完了体、不完了体の用法な
どにも注意して、ロシア語の文章を読み解く訓練をする。

 [到達目標]
　ロシア語の文章を読解する上での重要な文法事項や構文を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。 
第２回　イントロダクション。 承前。
第３回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。１ 
第４回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。２
第５回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。３
第６回　基本的な文法を復習しながら雑誌や新聞の記事などやさしい文章を読む。４
第７回　チェーホフの短編などを読む。１
第８回　チェーホフの短編などを読む。２
第９回　チェーホフの短編などを読む。３
第10回　チェーホフの短編などを読む。４
第11回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。１ 
第12回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。２
第13回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。３  
第14回　現代のロシア小説にも挑戦してみたい。４
第15回　フィードバック。
　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　初級は履修済みが望ましい。

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

スラブ語学スラブ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(講読)(2)

 [教科書]
使用しない
　プリントなど。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　紙媒体の辞書を用意すること。具体的なことは教室で指示する。

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



文献文化学系１９８

科目ナンバリング 　U-LET16 33262 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Svetlana，Vinogradova
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  実習

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語実習

 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指します。基本的な日
常表現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようにな
ることを目標とします。

 [到達目標]
1) ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2) 基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3) 日常的な対話の場面でのコミュニ
ケーション能力を身につける。4) 日常生活に必要な書かれた文章をすばやく理解し、自分でも作成
する能力を身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことを、ロシア語を母語とする教員との対話によってひとつひとつ確認し、確
実にロシア語の力を身につけていくことを目指します。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設
定し、それによって授業を進めます。それぞれのテーマはロシアにおける実際の生活の場を想定し
たテクストとそれを発展させる対話、さらに練習問題からなります。一定のテーマによって文章を
書く訓練も行います。 

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につけます。 
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につけます。 
第5回～第14回　日常の生活におけるコミュニケーション能力を身につけます。日常の生活を題材
とする書かれたテクストを読んで理解し、また自分でそのような文章を書く訓練をします。その際、
テクストの内容について質疑応答をし、またテクストの内容を要約するといった訓練を通して、ロ
シア語の力を確実に身につけることを目指します。 
第15回　試験。 
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加状況20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用います。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で出される課題をきちんと行ってください。

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



文献文化学系１９９

科目ナンバリング 　U-LET16 33262 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）
Slavic Languages and Literatures (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Svetlana，Vinogradova
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  実習

使用
言語  ロシア語

題目  ロシア語実習

 [授業の概要・目的]
話すこと、書くことの両面にわたって現代ロシア語の確実な知識の習得を目指します。基本的な日
常表現から始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につけ、実際に使いこなせるようにな
ることを目標とします。

 [到達目標]
1) ロシア語の正しい発音を身につけ、またその聴き取り能力を身につける。2) 基本的な日常表現か
ら始めて、よく使われる語彙、熟語、文法形式を身につける。3) 知的な対話の場面でのコミュニケ
ーション能力を身につける。4) 複雑な、また知的な内容の文章を理解し、自分でも作成する能力を
身につける。

 [授業計画と内容]
文法の授業で習ったことを、ロシア語を母語とする教員との対話によってひとつひとつ確認し、確
実にロシア語の力を身につけていくことを目指します。出席者の興味に応じて具体的なテーマを設
定し、それによって授業を進めます。教材とするテクストは、それぞれの学生が興味を持つ分野を
考慮にいれ、たとえば文学作品、文化に関するもの、ロシアの歴史に関するものといった形で選び
ます。日常的会話の場面だけでなく、知的な対話の場面を想定した訓練や一定のテーマによって文
章を書く訓練も行います。

第1回～第2回　ロシア語の正しい発音を身につける。 
第3回～第4回　ロシア語の聴き取りの能力を身につける。 
第5回～第14回　学術的・知的な対話の場面でのコミュニケーション能力を身につけます。知的な
内容の書かれたテクストを材料に、それを自由に理解し、また自分でそのような文章を書く訓練を
します。その際、テクストの内容について質疑応答をし、テクストの内容を要約する、といった訓
練を通して、ロシア語の力を確実に身につけることを目指します。また文法の知識を復習し、複雑
な構文を実際に使いこなせるように身につけます。 
第15回　試験。 
第16回　フィードバック。

 [履修要件]
ロシア語初級文法を習得していることが望ましい。前期の授業から継続して出席することが望まし
いが、絶対的条件とはしません。

スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



スラブ語学スラブ文学(外国語実習）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加状況20％、課題の提出状況30％、学期末の試験50％で評価します。

 [教科書]
授業時にプリントの形で配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
必要に応じて映像資料、音声資料、ロシアで発行されている雑誌等を補助教材として用います。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業で与えられる課題を、きちんと行ってください。 

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



文献文化学系２００

科目ナンバリング 　U-LET18 13402 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英語学)(講義A)
English Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英語史A

 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の歴史的変遷を包括的
に学びます。また、古英語・中英語のいくつかの文献を講読し、過去の英語を具体的に体験しなが
ら、国際共通語としての現代英語の背景について学びます。 

 [到達目標]
　英語の史的変化への一般的な理解を深め、時代の異なる英語を、翻訳等の助けを借りながら読む
力を身につけることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　授業についての説明ほか
第２回：　インド・ヨーロッパ語としての英語
第３回：　英語の外面史と内面史（導入）
第４回：　借用語（ラテン語を中心に）
第５回：　借用語（スカンディナヴィア語を中心に）
第６回：　借用語（フランス語を中心に）
第７回：　語形成、およびその歴史的変遷
第８回：　意味の歴史的変遷
第９回：　ルーン文字とアルファベット、および綴り字の歴史的変遷
第１０回：　発音の歴史的変遷
第１１回：　人称代名詞の形態全般
第１２回：　人称代名詞の数と格、およびその歴史的変遷
第１３回：　指示代名詞の歴史的変遷
第１４回：　関係代名詞の歴史的変遷
第１５回：　総括、国際共通語としての英語の実態とその理解

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、授業の最初または終わりに、
古英語・中英語の講読の時間を取ります。また、授業の進行状況により、予定が多少変更になるこ
とがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（30%）およびレポート（70%）によって評価を行います。

系共通科目(英語学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義A)(2)

 [教科書]
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）

 [参考書等]
  （参考書）
堀田隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）
寺澤盾 『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htm にも参考情報あります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指定する課題の担当となった人は、提示資料を準備してください。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０１

科目ナンバリング 　U-LET18 13404 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英語学)(講義B)
English Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英語史B

 [授業の概要・目的]
　アングロ・サクソン人がブリテン島に移住してから現在に至るまでの英語の歴史的変遷を包括的
に学びます。また、古英語・中英語のいくつかの文献を講読し、過去の英語を具体的に体験しなが
ら、国際共通語としての現代英語との実践的な比較を行います。

 [到達目標]
　英語の史的変化への一般的な理解を深め、時代の異なる英語を、翻訳等の助けを借りながら読む
力を身につけることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　授業についての説明ほか
第２回：　語形変化の実際
第３回：　語順の歴史的変遷と前置詞の使用の拡大
第４回：　主節と従属節の歴史的変遷
第５回：　不規則変化動詞とその歴史的変遷
第６回：　直説法と仮定法の歴史的変遷
第７回：　非人称動詞および過去現在動詞の歴史的変遷
第８回：　法助動詞の歴史的変遷
第９回：　be動詞の歴史的変遷
第１０回：　進行形と受動態の歴史的変遷
第１１回：　完了形の歴史的変遷
第１２回：　不定詞と動名詞の歴史的変遷
第１３回：　否定構文の歴史的変遷
第１４回：　助動詞doの歴史的変遷
第１５回：　総括、国際共通語としての英語の実態とその理解（言語の揺れを中心に）

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、授業の最初または終わりに、
古英語・中英語の講読の時間を取ります。また、授業の進行状況により、予定が多少変更になるこ
とがあります。

 [履修要件]
　内容が英語史Ａの続きとなっていますので、できるだけ英語史Ａを受講した上で、本講義を受講
するようにしてください。やむを得ない事情で英語史Ｂからの受講になる場合は、『ベーシック英
語史』の前半部分を自習してから受講してください。

系共通科目(英語学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英語学)(講義B)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（30%）およびレポート（70%）によって評価を行います。

 [教科書]
家入葉子 『ベーシック英語史』（ひつじ書房）

 [参考書等]
  （参考書）
堀田隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解』（中央大学出版）
R. Hogg & D. Denison 『A History of the English Language』（CUP）
寺澤盾 『英語の歴史―過去から未来への物語』（中公新書）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htm にも参考情報あります。

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された教科書に目を通しておいてください。授業中に指定する課題の担当となった人は、提示
資料を準備してください。  

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０２

科目ナンバリング 　U-LET18 13406 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英文学)(講義A)
English Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英文学史概説（中世から18世紀の風刺文学）

 [授業の概要・目的]
英文学史上の代表的な作品を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について包括的に考える。前期は
中世から18世紀前半までを扱う。今学期は風刺文学の歴史を取り上げ、ここから見えてくるこの時
代の英文学全体、また、英国社会の一般的な状況を概観する。

 [到達目標]
中世から18世紀の風刺文学を、代表的なテクストに即しながら概観することを通じて、以下につい
ての理解が深まることを目指す。 
１．中世から18世紀の英文学に使われている様々な英語表現の変遷
２．風刺と形式の関係 
３．中世から近代にいたる、イングランドの社会と文学との関係

 [授業計画と内容]
第１回：英文学の範囲、特徴、歴史一般と文学史の関係についての解説
第２回：西洋文学における風刺文学の伝統についての解説
第３回：中世風刺文学の解説
第４回：講読（The Canterbury Tales, ‘General Prologue’）
第５回：同（The Canterbury Tales, ‘The Wife of Bath’s Tale’）
第６回：16世紀風刺文学の解説
第７回：講読（John Donne, Satires）
第８回：同（William Shakespeare, The Merchant of Venice）
第９回：17世紀風刺文学の解説
第１０回：講読（Ben Jonson, Bartholomew Fair）
第１１回：同（John Dryden, Absalom and Achitophel）
第１２回：18世紀風詩文学の解説
第１３回：講読（Alexander Pope, The Rape of the Lock）
第１４回：同（Jonathan Swift, Gulliver’s Travels）
第１５回：全体のまとめ
定期試験は行わない（成績評価は中間レポートと期末レポートによる）。

 [履修要件]
後期に開講される英文学講義Bと今年度中に合わせて履修することが望ましい。

系共通科目(英文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英文学)(講義A)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート(50%)と学期末レポート(50%)により評価する。両方のレポートを提出することが単位
取得の条件。題目、提出期間等詳細については授業中に指示をする。

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
Dinah Birch, Katy Hoope 『The Concise Oxford Companion to English Literature』（Oxford UP）ISBN:
978-0199608218
喜志哲雄 『英米演劇入門』（研究社）ISBN:978-4327375119

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱うプリント（英語）は予め配布するので、辞書を丹念に引いて内容を理解した上で授業に
臨むこと。授業後は、扱われた作品の文学史における位置づけについて考察すること。

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



文献文化学系２０３

科目ナンバリング 　U-LET18 13408 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(英文学)(講義B)
English Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  英文学史概説（小説・散文）

 [授業の概要・目的]
英文学史上の有名な小説・散文を紹介しながら、英文学の歴史的変遷について考える。

 [到達目標]
英国小説についての一般的な基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
通常、文学史は古いところから説き起こすのであるが、この講義では新しいところから遡る。少し
でも馴染みのある世界から入ったほうがわかりやすいのではないか、という発想に基づく配慮であ
る。

第1回　Kazuo Ishiguro
第2回  Salman Rushdie, Zadie Smith
第3回  第2次大戦後の作家たち
第4回　Graham Greene, Evelyn Waugh
第5回  George Orwell, E. M. Forster
第6回  James Joyce, Virginia Woolf
第7回  D. H. Lawrence, Joseph Conrad
第8回  Thomas Hardy, George Eliot
第9回  Charles Dickens
第10回 The Brontes
第11回 Jane Austen
第12回 ゴシック小説、歴史小説
第13回 Samuel Richardson, Henry Fielding
第14回 Daniel Defoe, Jonathan Swift
第15回 フィードバック　（研究室にて授業内容に関連する質問に答える）

 [履修要件]
前期の英文学講義と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、学期末に提出してもらうレポートによって評価する。

系共通科目(英文学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(英文学)(講義B)(2)

 [教科書]
使用しない
プリントを適宜配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Dinah Birch  『The Concise Oxford Companion to English Literature 4th Edition』（OUP）ISBN:978-
0199608218 

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習の必要はないが、授業で紹介した作家について、知的好奇心をもって、自力でどんどん読み進
めるように。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０４

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会言語学入門

 [授業の概要・目的]
　教科書を講読するほか、関連の論文を紹介する口頭発表を行います。また、英語の文法に関する
小規模な文献調査を各自が行い、そのテーマについて授業中に議論を行い、学期末にはレポートを
作成します。

 [到達目標]
　Graeme Trousdale（著）のAn Introduction to English Sociolinguisticsを講読し、言語を社会という視
点から観察する力を養うとともに、両者のかかわりについての理解を深めることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　イントロダクション
第２回：　英語と方言
第３回：　世界における英語の役割
第４回：　文法についてのプロジェクトの構想発表と議論
第５回：　方言研究の手法と社会言語学
第６回：　英語のスタイル
第７回：　文法についてのプロジェクトの中間発表と議論
第８回：　言語変化が意味するもの
第９回：　言語変化と社会的要因
第１０回：　言語接触全般
第１１回：　ピジン・クレオール・コード切り換え
第１２回：　社会言語学と言語理論
第１３回：　言語のコミュニティーとネットワーク
第１４回：　言語計画
第１５回：　文法についてのプロジェクトの報告と議論、および総括

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、進行状況により、予定が多
少変更になることがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（40%）およびレポート（60%）によって評価を行います。

 [教科書]
Graeme Trousdale 『An Introduction to English Sociolinguistics』（Edinburgh University Press）

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Sali Tagliamonte 『Analysing Sociolinguistic Variation』（CUP）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０５

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  William Caxtonの英語

 [授業の概要・目的]
　教科書を講読するほか、関連の論文を紹介する口頭発表を行います。また、中英語テキストを題
材に英語の文法に関する小規模な文献調査を各自が行い、学期末にはレポートを作成します。

 [到達目標]
　William Caxtonの翻訳によるテキストParis and Vienne の講読を通じて中英語についての理解を深
めます。また、中英語と現代英語の違いに着目し、言語を変化の視点から観察できる能力を身につ
けることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　イントロダクション、データベース利用の方法
第２回：　中英語の発音および基本的な文法事項
第３回：　Paris and Vienne の講読および初期印刷本の特徴
第４回：　Paris and Vienne の講読および中英語の綴り字
第５回：　文法についてのプロジェクトの構想発表と議論
第６回：　Paris and Vienne の講読および中英語の語順
第７回：　Paris and Vienne の講読および中英語の名詞・形容詞
第８回：　Paris and Vienne の講読および中英語の代名詞全般
第９回：　Paris and Vienne の講読および中英語の語彙
第１０回：　文法についてのプロジェクトの中間発表と議論
第１１回：　Paris and Vienne の講読および中英語の前置詞
第１２回：　Paris and Vienne の講読および中英語の副詞
第１３回：　Paris and Vienne の講読および中英語の助動詞
第１４回：　Paris and Vienne の講読および中英語の動詞
第１５回：　文法についてのプロジェクトの報告と議論、および総括

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、進行状況により、予定が多
少変更になることがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（40%）およびレポート（60%）によって評価を行います。

 [教科書]
Early English Books Online（京都大学図書館所蔵）等を使用します。

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Norman Davis 『Chaucer Glossary』（Oxford University Press）

  （関連ＵＲＬ）
http://homepage3.nifty.com/iyeiri/students/index.htm(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０６

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英国演劇演習A

 [授業の概要・目的]
David Hare, The Absence of War, Act Oneの精読を通じて、英語による演劇について基本的な知識を得
ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となっている時代について
の知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション 
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。あわせて第3回
に提出するレポートについて説明をする。
第２回 : The Absence of War 1 - 4 ページの講読と討論
第３回：The Absence of War 5 - 8ページの講読と討論
第４回：The Absence of War 9 - 12ページの講読と討論
第５回：The Absence of War 13 - 16ページの講読と討論
第６回：The Absence of War 17 - 20ページの講読と討論
第７回：The Absence of War 21 - 24ページの講読と討論
第８回：The Absence of War 25 - 28ページの講読と討論
第９回：The Absence of War 29 - 32ページの講読と討論
第１０回：The Absence of War 33 - 36ページの講読と討論
第１１回：The Absence of War 37 - 40ページの講読と討論
第１２回：The Absence of War 41 - 44ページの講読と討論
第１３回：The Absence of War 45 - 48ページの講読と討論
第１４回：The Absence of War 49 - 53ページの講読と討論
第１５回：The Absence of War 54 - 56ページの講読と討論。あわせて Act Oneのまとめを行う。
定期試験は行わない（レポートならびに平常点による）。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第3回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。 

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

上記レポートの提出が単位取得の条件となる。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。 

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
David Hare 『The Absence of War』（Faber and Faber）ISBN:978-0571325894

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

（その他（オフィスアワー等））
　

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２０７

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英国演劇演習B

 [授業の概要・目的]
David Hare, The Absence of War, Act Twoの精読を通じて、英語による演劇について基本的な知識を
得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となっている時代につい
ての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション 
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。特にAct Oneの
内容を振り返り、あわせて第14回に提出するレポートについて説明する。
第２回： The Absence of War 57 - 60ページの講読と討論
第３回： The Absence of War 61 - 64ページの講読と討論
第４回： The Absence of War 65 - 68ページの講読と討論
第５回： The Absence of War 69 - 72ページの講読と討論
第６回： The Absence of War 73 - 76ページの講読と討論
第７回： The Absence of War 77 - 80ページの講読と討論
第８回： The Absence of War 81 - 84ページの講読と討論
第９回： The Absence of War 85 - 88ページの講読と討論
第１０回： The Absence of War 89 - 92ページの講読と討論
第１１回： The Absence of War 93 - 96ページの講読と討論
第１２回： The Absence of War 97 - 100ページの講読と討論
第１３回： The Absence of War 101 - 104ページの講読と討論
第１４回： The Absence of War 105 - 108ページの講読と討論
第１５回： The Absence of War 109 - 110ページの講読と討論。あわせてAct Twoのまとめと劇全体に
ついての討論を行う。
定期試験は行わない（レポートならびに平常点による）。

 [履修要件]
原則として前期の演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期からの受講希望
者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第14回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。 

上記レポートの提出が単位取得の条件となる。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。 

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
David Hare 『The Absence of War』（Faber and Faber）ISBN:978-0571325894

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

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



文献文化学系２０８

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ小説における文章

 [授業の概要・目的]
テーマ：アメリカ小説における文章
到達目標：アメリカの小説をテキストとして、小説がいかに多様な種類の文章を取りこむことで成
立しているかを理解する。また、代表的なアメリカ文学作品の数々に触れることで、アメリカ文学
および文化を包括的に捉える。

 [到達目標]
小説における種々の文章を、代表的アメリカ小説を例に挙げて分析する。

 [授業計画と内容]
第１回：序論--小説内の文章の判別法
第２回：地の文--“Miriam”
第３回：地の文--“Chef’s Kitchen”
第４回：地の文--The Road
第５回：会話文--“Hills Like White Elephants”
第６回：会話文--“That Evening Sun”
第７回：会話文--“Roman Fever”
第８回：手紙文--Daddy-Long-Legs
第９回：手紙文--“For Esme--with Love and Squalor”
第１０回：日記文--The Yellow Wallpaper
第１１回：日記文--Dangling Man前半
第１２回：日記文--Dangling Man後半
第１３回：ナラトロジーに関する英語の論文を読む
第１４回：レポートワークショップ
第１５回：まとめ

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品の語り手について考察す
るもので、20分から30分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期
末レポートは授業内で取りあげた作品から選ぶこと。

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは授業サポートにすべてアップロードする。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本授業はディスカッション主体の授業である。扱う作品を読んでこないと（毎回およそ15頁から20
頁ほどの分量）、何も言えずに終わってしまうので、必ず読んでくること。発表やレポートの形式
については初回授業で説明する。

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



文献文化学系２０９

科目ナンバリング 　U-LET18 23441 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(演習Ｉ)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Nightを読む

 [授業の概要・目的]
大戦間のアメリカ文学の主要作家の一人、F. Scott Fitzgeraldの代表的長篇小説Tender Is the Night 
(1934)を読む。授業は基本的に発表形式で進める。各回につき数人の担当者をあらかじめ指名し、
その回に読み進む範囲についてそれぞれの視点から報告をしてもらう。それをもとに全員で議論を
重ね、作品への理解を深める。学期末には、テーマを絞って作品を論じるレポートを提出してもら
う。 

 [到達目標]
辞書等を活用しつつ文学作品を妥協なく読み解く姿勢を養うこと、英語読解の精度を高めることを
目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語表現の機微に親し
むことも本授業の目標となる。 

 [授業計画と内容]
授業計画 
第１回：イントロダクション 
第２回：Book I, i-iii (pp. 3-16)　冒頭を読む 
第３回：Book I, iv-vi (pp. 16-32)　冒頭場面の続きを読む 
第４回：Book I, vii-xi (pp. 32-51)　冒頭場面の結末を読む 
第５回：Book I, xii-xvi (pp. 51-71)　パリでの場面を読む 
第６回：Book I, xvii-xx (pp. 71-91)　パリでの場面の続きを読む 
第７回：Book I, xxi-xxv (pp. 92-112)　パリでの場面の結末を読む 
第８回：Book II, i-v (pp. 115-136)　フラッシュバックの前半を読む　 
第９回：Book II, vi-x (pp. 137-162)　フラッシュバックの後半を読む　 
第１０回：Book II, xi-xiv (pp. 162-186)　南仏～スイス（診療所）での場面を読む 
第１１回：Book II, xv-xix (pp. 186-208)　スイス～旅先での場面を読む　 
第１２回：Book II, xx-xxiii (pp. 209-235)　ローマでの場面を読む 
第１３回：Book III, i-iv (pp. 239-265)　スイス（診療所）での場面を読む 
第１４回：Book III, v-vii (pp. 265-290)　南仏での場面を読む 
第１５回：Book III, viii-xiii (pp. 290-315)　結末を読む

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

英語学英文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
F. Scott Fitzgerald 『Tender Is the Night』（Scribner）ISBN:978-0684801544

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
教室で随時指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は全員必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については
徹底的に考えたうえで授業に臨むこと。 

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



文献文化学系２１０

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス小説精読  

 [授業の概要・目的]
Robert Louis Stevenson, "Dr. Jekyll and Mr. Hyde"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面白
さを知ってほしい。  

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2回 PP. 1-4 
第3回 PP. 5-8 
第4回 PP. 9-12 
第5回 PP. 13-17 
第6回 PP. 18-22 
第7回 PP. 23-27 
第8回 PP. 28-32 
第9回 PP. 33-37 
第10回 PP. 38-42 
第11回 PP. 43-47 
第12回 PP. 48-52 
第13回 PP. 53-57 
第14回 PP. 58-62 
第15回 フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入すること。真剣に勉強したい人にはNorton Critical Edition 
(ISBN-13: 978-0393974652)を薦める。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１１

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Philip Larkin, The Whitsun Weddings講読

 [授業の概要・目的]
Philip Larkin (1922-85)は、20世紀英国を代表する詩人の一人である。この詩人の最初の詩集 The 
Whitsun Weddings の精読を通じて、英語の詩の読み方の基本を身につけるとともに英国詩と詩の言
語についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・英語の詩の特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・Philip Larkinの詩の世界を楽しめるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行う。あわせて、今後の授業の進め方につ
いて説明する。

第2-15回　
詩の精読と内容についての討論。講読した詩は次回までに暗記してくることが求められる（書いて
提出）。

詩の長さや難易度の違いによって、また、担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、毎回おおむね1－2篇程度を読み進めることになる。なお、講
読する詩の選択には参加者の意向も考慮に入れる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、詩の暗記40％、討論への参加20%）に
て評価する。正当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [教科書]
Philip Larkin 『The Whitsun Weddings』（Faber and Faber）ISBN:978-0571326297

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は詩全体を理解したうえで暗記をすること。

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



文献文化学系２１２

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  20世紀アメリカ短篇を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀アメリカ（北米）文学を代表する作家たちの短篇小説を読む。取り上げる予定の作家は、
Ernest Hemingway, William Faulkner, Flannery O’Connor, John Cheever, Bernard Malamud, Vladimir 
Nabokov, Alice Munroの７名。授業は精読（輪読）と発表形式を組み合わせて進める。各作家につき
２回の授業をあて、１回目は作品の精読、２回目は読み切れなかった範囲についての発表とディス
カッションを行う。学期末には、授業で読んだいずれかの作品について各自の視点から論じるレポ
ートを提出してもらう。

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら一語一句にこだわって文学作品を読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。 加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語
表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション
第２回：Ernest Hemingway（精読）
第３回：Ernest Hemingway（発表、ディスカッション）
第４回：William Faulkner（精読）
第５回：William Faulkner（発表、ディスカッション）
第６回：Flannery O’Connor（精読）
第７回：Flannery O’Connor（発表、ディスカッション）
第８回：John Cheever（精読）
第９回：John Cheever（発表、ディスカッション）
第１０回：Bernard Malamud（精読）
第１１回：Bernard Malamud（発表、ディスカッション）
第１２回：Vladimir Nabokov（精読）
第１３回：Vladimir Nabokov（発表、ディスカッション）
第１４回：Alice Munro（精読）
第１５回：Alice Munro（発表、ディスカッション）

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
青山南 『短編小説のアメリカ 52講』（平凡社ライブラリー）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読むテクストの綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２１３

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  『八月の光』を読む

 [授業の概要・目的]
フォークナー『八月の光』を講読する。20世紀アメリカ文学の最重要作品の一つとして名高い本作
は、文体や視点の置き方など、表現面において種々の工夫を凝らしつつ、奴隷制度や宗教といった、
アメリカという国が抱える根本問題を取り扱うものである。本作の表現・主題の両面を検討するこ
とで、英文テキストの読み方とアメリカ文学における歴史表象のあり方を包括的に学ぶ。

 [到達目標]
『八月の光』の講読を通じて、20世紀の言語芸術とアメリカ南部の歴史を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクションその1--William Faulknerとモダニズム
第２回：イントロダクションその2--William Faulknerとアメリカ南部
第３回：Light in August講読--Ch. 1
第４回：Light in August講読--Ch. 2
第５回：Light in August講読--Ch. 3 & 4 
第６回：Light in August講読--Ch. 5 & 6
第７回：Light in August講読--Ch. 7 & 8
第８回：Light in August講読--Ch. 9 & 10
第９回：Light in August講読--Ch. 11 & 12
第１０回：Light in August講読--Ch. 13 & 14
第１１回：Light in August講読--Ch. 15 & 16
第１２回：Light in August講読--Ch. 17 & 18
第１３回：Light in August講読--Ch. 19 & 20
第１４回：Light in August講読--Ch. 21
第１５回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品に関するもので、20分か
ら30分ほどの長さとする。残りの時間は参加者全員によるディスカッションに充てられる。予習度
合いについては、毎授業冒頭にて行われる【あらすじ小テスト】によって確認される。つまり、読
まずに授業に参加した場合、欠席扱いとなるので注意すること。

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [教科書]
Faulkner, William 『Light in August』（Vintage）ISBN:0099283158

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業で指定されたテキストの範囲内に関する小テストを行うので、予習は必須である。発表とレ
ポートの形式については授業内で詳細を説明する。  

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



文献文化学系２１４

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 桂山　康司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門（異文化理解を手掛かりに）

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相（異文化理解を深める）
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察すると同時に、そのプロセスを通じて異文化コミュニケー
ションに対する理解を深める。

 [到達目標]
英詩など英文による名作を味読することを通じて、英詩など英文の特質全般（特に、リズムのもつ
意味）についての基礎知識を身につけると同時に、英語という言語やその背景にある文化の多様性
について学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：導入。本年度は特にワーズワス（1770-1850）の抒情詩を中心に読む。
第2～13回：各回、以下に挙げるものから一つテーマを選び、導入的解説を行うと同時に、それを
感得するのにふさわしい詩作品を１～２編紹介し味読する。取り上げるテーマは
・異文化間能力（intercultural competence）
・英語特有の言語特性に由来する強勢を基盤としたリズムの特質
・Academic Englishの特徴となる語彙が多く外来語でラテン語起源であること
・英文の構成上の特徴と論述方法の言語間における相違
・単語の語源的由来が多文化に及ぶことが文章の味わいに与えている効果
・言語間におけるリズムの特質の相違（特に、強勢に基づくリズムと音節数に基づくリズムの相違）

・rhymeの技法とその表現法の由来と影響
・頭韻による技法の歴史的変遷と現代英語における位置付け
・散文と韻文との相違
・ことわざ的表現様式の音韻的、意味論的特質
・多様な文化や時代思潮（例えば、フランス革命の衝撃）が近代英語に及ぼした影響
・英語史上における異文化交流の実例
・言語表現の特質と、歴史・文化・社会の在りようとの深い結びつき
第14回：まとめ。加えて、場合によっては、理解度確認のための筆記試験の実施。
第15回：フィードバックの実施。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上島建吉（解説注釈） 『リリカル・バラッズ（II）ー愛と人生ー』（研究社小英文叢書）ISBN:
9784327013013
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997
京都大学英語学術語彙研究グループ他 『京大・学術語彙データベース基本英単語１１１０』（研究
社）ISBN:9784327452216

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、日本人にとっては外国語である英語によって書かれたもの（英詩を含む）を
読む上で必要な基礎的事実について、異文化理解を深める観点から、解説をする予定なので、受講
を希望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１５

科目ナンバリング 　U-LET18 23451 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(講読)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 桂山　康司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門（異文化理解を手掛かりに）

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相（異文化理解を深める）
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察すると同時に、そのプロセスを通じて異文化コミュニケー
ションに対する理解を深める。

 [到達目標]
英詩など英文による名作を味読することを通じて、英詩など英文の特質全般（特に、リズムのもつ
意味）についての基礎知識を身につけると同時に、英語という言語やその背景にある文化の多様性
について学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：導入。本年度後期は、前期に引き続きWilliam Wordsworth（1770-1850）の抒情詩を読む。
第2～13回：各回、以下に挙げるものから一つテーマを選び、導入的解説を行うと同時に、それを
感得するのにふさわしい詩作品を１～２編紹介し味読する。取り上げるテーマは
・異文化間能力（intercultural competence）
・英語特有の言語特性に由来する強勢を基盤としたリズムの特質
・Academic Englishの特徴となる語彙が多く外来語でラテン語起源であること
・英文の構成上の特徴と論述方法の言語間における相違
・単語の語源的由来が多文化に及ぶことが文章の味わいに与えている効果
・言語間におけるリズムの特質の相違（特に、強勢に基づくリズムと音節数に基づくリズムの相違）

・rhymeの技法とその表現法の由来と影響
・頭韻による技法の歴史的変遷と現代英語における位置付け
・散文と韻文との相違
・ことわざ的表現様式の音韻的、意味論的特質
・多様な文化や時代思潮（例えば、フランス革命の衝撃）が近代英語に及ぼした影響
・英語史上における異文化交流の実例
・言語表現の特質と、歴史・文化・社会の在りようとの深い結びつき
第14回：まとめ。加えて、場合によっては、理解度確認のための筆記試験の実施。
第15回：フィードバックの実施。

 [履修要件]
特になし

英語学英文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上島建吉（解説注釈） 『リリカル・バラッズ（II）ー愛と人生ー』（研究社小英文叢書）ISBN:
9784327013013
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997
京都大学英語学術語彙研究グループ他 『京大・学術語彙データベース基本英単語１１１０』（研究
社）ISBN:9784327452216

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、日本人にとっては外国語である英語によって書かれたもの（英詩を含む）を
読む上で必要な基礎的事実について、異文化理解を深める観点から、解説をする予定なので、受講
を希望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２１６

科目ナンバリング 　U-LET18 23462 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 LUDVIK，Catherine
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part I

 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, written assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the 
students to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Preserving History: Universities and Museums―Kyoto University Museum
Reading: Kyoto Museums Guidebook (Kyoto City Board of Education, 1992), pp. 239-240.

2. Shinto Shrines: Yoshida Jinja
Reading: John Breen and Mark Teeuwen, A New History of Shinto (Wiley&Blackwell, 2010), pp. 1-23.

3. (a) Shinto Spring Festivals: Aoi Matsuri; (b) Discussion on Shinto in Contemporary Japan
Reading: Kansai Cool, pp. 43-48; Kyoto Lives, p. 24 “Inui Mitsutaka, Shrine Priest.”

4. Introduction to Buddhism: Commemorating the Life and Passing of the Buddha
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Three “City of Buddhism” pp. 37-59.

5. Mt. Hiei, “Mother Mountain of Japanese Buddhism,” and its Circumambulating Monks
Reading: Kyoto Lives, p. 64 “Kate Connell--Mt. Hiei, Guardian Mountain.”
Assigned Viewing: “The Monks Risking Death On An Extraordinary Journey,” Journeyman Pictures (http:/
/www.youtube.com/watch?v=S06oMxdt40A).

6. Group/Individual Presentations on Sects of Buddhism and Kyoto Temples
Readings: Kyoto: A Cultural History, Chapter Five “City of Zen” pp. 76-95; Kyoto Lives, pp. 70-71 “
Matsuyama Daiko, Deputy Chief Priest, Taizo’in Temple.”

7. Discussion on Sects of Buddhism and Kyoto Temples

8. Zen Temples and Visual Arts: Daitokuji’s annual airing of its hanging-scroll paintings; Taizoin’s 
sliding screen painting project
Reading: Gregory P. A. Levine, Daitokuji: The Visual Cultures of a Zen Monastery, pp. 83-87.
Assigned Viewing: “Taizoin Hojo; Fusuma-e Painting Project” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=x7JEA658doc). 

9. Pure Land Faith and Monthly Markets: Chionji
Reading: “Chionji” (handout)

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

10. "Micro Temples": discussion on temple activities and economy in contemporary Japan
Readings: Kansai Cool, pp. 189-193; Kyoto Lives, pp. 34-35 “Kajita Shinsho, the Path to Honen-in.”

11. Group/Individual Presentations on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter One “ City of Kanmu” pp. 1-19.

12. Discussion on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Two “City of Genji” pp. 20-36; Kyoto Lives, p. 78 “
Setouchi Jakucho--The Tale of Genji.”

13. Summer Festivals: Gion Matsuri―history and traditions 
Reading: World Heritage document on “Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival.”

14. Summer Festivals: Gion Matsuri―visual arts

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters of the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

英語学英文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２１７

科目ナンバリング 　U-LET18 23462 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 LUDVIK，Catherine
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II

 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Kyoto's Water Culture: function and impact of water in the lives, culture, and religion of Kyoto people
Reading: Kansai Cool, pp. 39-42.
Assigned Viewing: Documentary Film “Water, the Lifeblood of Kyoto” (http://fod.infobase.com/p_
ViewPlaylist.aspx?AssignmentID=83NZ6P).

2. Kyoto Gardens: history, features, and aesthetics
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 91-95 “Dry Landscapes”; pp. 133-138 “Tea Garden” “Tea 
Room”.
                                                         
3. Kyoto Machiya Townhouses: architectural features, functions
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 164-165; Jurgenhake, Birgit, “The qualities of the Machiya: An 
Architectural Research of a Traditional House in Japan” (2011, http://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:a9f98f2a-6be7-4693-92ad-26507e69666e?collection=research)

4. Kyoto Machiya Townhouses: contemporary preservation measures 
Readings: World Monuments Fund, “Machiya Townhouses” (https://www.wmf.org/project/machiya-
townhouses); Kyoto Machiya Revitalization Project (http://kyoto-machisen.jp/wmf-machiya-project/).

5. Individual/Group Presentations on Kyoto Architecture

6. Discussion on Kyoto Architecture

7. Kyoto Imperial Palace: architectural features and gardens
Reading: Judith Clancy, Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital (Stone Bridge Press, 2008), pp. 29-
36.

8. Kyoto State Guesthouse and traditional artisanry
In-class Viewing: Documentary Film “Traditional Skills in the Kyoto State Guest House” (Kyoto 
Convention Bureau, 1990).

9. Imperial Convents and Cultural Preservation: Hokyoji and Dolls

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

Readings: Kansai Cool, pp. 77-81; Amamonzeki: A Hidden Heritage, Treasures of the Japanese Imperial 
Convents (The Sankei Shinbun, 2009), pp. 120-123; Hokyoji restoration handout.

10. Autumn Festivals: Festival of the Ages (Jidai Matsuri) and Kurama Fire Festival (Hi Matsuri)
Reading: Kyoto Lives, pp. 10-12 “Festival of the Ages” by John Dougill; additional handouts. 

11. Kyoto Cuisine: types, features
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 223-225; Donald Richie, “A Taste of Japan, Introduction” 
(Kodansha, 1993), pp. 8-12.

12. Kyoto Cuisine: aesthetics
Readings: Kansai Cool, “The Still Point: Authenticity Within an Evolving Cuisine,” pp. 93-105.
Assignment: Cuisine worksheet.

13. Individual/Group Presentations Based on Kyoto Lives Interviews

14. Discussion Based on Kyoto Lives Interviews

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/ backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）

英語学英文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters from textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

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



文献文化学系２１８

科目ナンバリング 　U-LET18 23462 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Stephen Gill
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - 100 Years of Assimilation

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. The second wave, in the 1950's, were those written by the ‘
Beat’ poets in the U.S.A. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been widely published and 
broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the history of the genre using reading 
texts and examples. (In the second semester, we will study the differences between Japanese and English 
haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We will recognize some qualities of 
the English language that are ideally suited to writing haiku!) Lectures and discussions will be supplemented 
with audio, video and handouts. This course aims at improving the student's general proficiency at reading, 
speaking, listening and writing through discussion and analysis. In class, students should take occasional 
notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. 
Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. Students will 
anthologise and critique their selection of the best American and British haiku during the first semester and 
present this as a report during the final two classes. 

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, speaking and writing. In our 
discussions and analysis, some cultural comparison will necessarily be made between the English-speaking 
world and the Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will hope to improve 
ability to read 'between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is 
more', which Japan has helped to instil in world literature. 

 [授業計画と内容]
1. Orientation
2. Origins in Japan and literary ground in UK and USA
3. Oriental translations
4. Orientalism
5. Imagism
6. Western view of Zen
7. Beat poets
8. 1960s
9. Haiku Society of America
10. British Haiku Society
11. World Haiku
12. Haiku radio
13. Haiku in other Western media
14. Internet haiku (and critiqued anthology reports)
15. Future of world haiku (and critiqued anthology reports)

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class.

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A.  『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They must revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report to 
submit to the teacher during the last two classes. 

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



文献文化学系２１９

科目ナンバリング 　U-LET18 23462 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

英語学英文学(外国語実習)
English Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Stephen Gill
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - Characteristics

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been 
widely published and broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the differences 
between Japanese and English haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We 
will recognize some qualities of the English language that are ideally suited to writing haiku! Lectures and 
discussions will be supplemented with audio, video and handouts. This course aims at improving the student's 
general proficiency at reading, speaking, listening and writing through discussion and analysis. In class, 
students should take occasional notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will 
require students to revise. Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small 
groups. During the semester, students will choose one characteristic of English haiku (e.g. punctuation, 
lineation, Western season words) for special attention and, illustrating their ideas with their own researched 
haiku examples, present this as a report during the final two classes.

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, speaking and writing. In our 
discussions and analysis, some cultural and linguistic comparison will necessarily be made between the 
English-speaking world and the Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will 
hope to improve ability to read 'between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small 
is beautiful; less is more', which Japan has helped to instil in world literature. This course may also help 
develop seasonal consciousness. 

 [授業計画と内容]
1. Orientation and links from last semester
2. Japanese and English: linguistic differences
3. pond frog plop!
4. Lineation, translation workshop
5. Break, image contrast (cf. famous poets’ work)
6. Seasons in English Haiku I: spring
7. Seasons in English Haiku II: summer
8. Seasons in English Haiku III: autumn
9. Creating an English haiku, composition workshop 
10. Seasons in English Haiku IV: winter 
11. Seasons in English Haiku V: all/no season 
12. Humour and influence of senryu on US/UK haiku
13. Haiku ‘moment’ and hints on researching examples
14. Rensaku, rengay and report preparation/submission
15. Haibun and report preparation/submission

英語学英文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



英語学英文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class.

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J.  『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin  『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

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



文献文化学系２２０

科目ナンバリング 　U-LET19 13502 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(アメリカ文学)(講義A)
American Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学史Ｉ

 [授業の概要・目的]
植民地時代から19世紀末までのアメリカ文学の流れを振り返る。全15回の授業のうち、前半部はピ
ューリタニズム・理神論・アメリカ啓蒙思想といった宗教・思想的話題が中心となる。後半部は、
アメリカという歴史の浅い国において独自の「文学」を確立せんとさまざまな作家が苦闘した様子
を追うことが主眼となる。本授業を通じて、アメリカ文学が近代性を獲得するまでの道程を包括的
に把握することを目的とする。

 [到達目標]
19世紀末までのアメリカ文学および思潮の流れを概覧し、文学における英文解釈法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：序論--新大陸の発見
第２回：Jonathan Edwards/ Anne Bradstreet--ピューリタニズムの文学
第３回：Benjamin Franklin--アメリカ啓蒙主義と理神論
第４回：Ralph Waldo Emerson--超越主義：思想編
第５回：Henry David Thoreau--超越主義：実践編
第６回：Nathaniel Hawthorne--ロマンスとノヴェル
第７回：Herman Melville--小説と世界
第８回：Edgar Allan Poe--象徴主義
第９回：Walt Whitman--詩と民主主義
第１０回：Emily Dickinson--詩と観念
第１１回：奴隷制度と文学--Harriet Beecher Stoweを中心に
第１２回：アメリカ家庭小説の系譜
第１３回：Mark Twain--口承文学と小説
第１４回：Henry James--近代小説
第１５回：まとめ
定期試験

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ｂ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

系共通科目(アメリカ文学)(講義A)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(アメリカ文学)(講義A)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎授業の最後に行われるコメントシートの記入（30％）と期末試験（70％）により評価する。優れ
たコメントは次回の授業において紹介する。持ち込み不可の期末試験では、授業で触れた事項の理
解度を確認する。

 [教科書]
使用しない
資料はプリントにて配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
諏訪部浩一・編 『アメリカ文学入門』（三修社）ISBN:9784384057485（初期から現代に至るまでの
主要作家の紹介。各作家に付されている参考文献が有用。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
期末試験では授業内で取りあげたテキストから出題される。問題は講義内容を踏まえたものなので、
試験対策として念入りな復習が求められる。

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



文献文化学系２２１

科目ナンバリング 　U-LET19 13503 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(アメリカ文学)(講義B)
American Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ文学史Ⅱ

 [授業の概要・目的]
19～20世紀転換期から現在にいたるまでのアメリカ文学史のおおまかな流れをたどる。各時代を代
表する作家、作品を紹介するとともに、できるだけ具体的に個々の作家の文章に触れてもらうこと
を心がけたい。

 [到達目標]
アメリカの文学ならびにその背景となる文化に関する包括的な知識を習得すること、文学的な英語
表現に親しむこと、アメリカ文学を本格的に学んでいくための土台を築くことを目的とする。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション
第２回：自然主義（Crane, Norris, Dreiserなど） 
第３回：Wharton, Cather, Anderson
第４回：モダニズムと詩（Pound, Eliot, Steinなど）
第５回：Hemingwayと失われた世代
第６回：Fitzgeraldと1920年代
第７回：1930年代の文学（Wolfe, Steinbeck, Westなど）
第８回：Faulknerと南部文学
第９回：演劇（O'Neill, Williams, Millerなど）
第１０回：アフリカ系文学（Wright, Ellison, Morrisonなど）
第１１回：ユダヤ系文学（Bellow, Malamud, Rothなど）
第１２回：その他戦後文学（Nabokov, Updikeなど）
第１３回：ポストモダン（Barth, Pynchonなど）
第１４回：その後の文学
第１５回：まとめ

 [履修要件]
アメリカ文学（講義Ａ）と今年度中に合わせて履修するのが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（50％）とレポート（50％）により評価する。期末試験では、アメリカ文学・文化に関す
る基礎知識の習得度を評価する。レポートは、授業で紹介したアメリカ文学作品について自由に論
じるというもので、読解力、思考力、論述力および読者としてのセンスを評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

系共通科目(アメリカ文学)(講義B)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(アメリカ文学)(講義B)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
亀井俊介 『アメリカ文学史講義１～３』（南雲堂）ISBN:978-4523292432
諏訪部浩一・編 『アメリカ文学入門』（三修社）ISBN:9784384057485

 [授業外学習（予習・復習）等]
アメリカ文学の世界への導入を目的とした授業なので、予習、復習等は特に求めない（必要のある
場合は授業中に指示する）。ただしその分の時間を使って、授業で紹介するアメリカ文学作品をな
るべく多く読んでみること。 

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



文献文化学系２２２

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ小説における文章

 [授業の概要・目的]
テーマ：アメリカ小説における文章
到達目標：アメリカの小説をテキストとして、小説がいかに多様な種類の文章を取りこむことで成
立しているかを理解する。また、代表的なアメリカ文学作品の数々に触れることで、アメリカ文学
および文化を包括的に捉える。  

 [到達目標]
小説における種々の文章を、代表的アメリカ小説を例に挙げて分析する。 

 [授業計画と内容]
第１回：序論--小説内の文章の判別法
第２回：地の文--“Miriam”
第３回：地の文--“Chef’s Kitchen”
第４回：地の文--The Road
第５回：会話文--“Hills Like White Elephants”
第６回：会話文--“That Evening Sun”
第７回：会話文--“Roman Fever”
第８回：手紙文--Daddy-Long-Legs
第９回：手紙文--“For Esme--with Love and Squalor”
第１０回：日記文--The Yellow Wallpaper
第１１回：日記文--Dangling Man前半
第１２回：日記文--Dangling Man後半
第１３回：ナラトロジーに関する英語の論文を読む
第１４回：レポートワークショップ
第１５回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品の語り手について考察す
るもので、20分から30分ほどの長さとする（残り時間は参加者全員によるディスカッション）。期
末レポートは授業内で取りあげた作品から選ぶこと。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは授業サポートにすべてアップロードする。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本授業はディスカッション主体の授業である。扱う作品を読んでこないと（毎回およそ15頁から20
頁ほどの分量）、何も言えずに終わってしまうので、必ず読んでくること。発表やレポートの形式
については初回授業で説明する。

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



文献文化学系２２３

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Nightを読む

 [授業の概要・目的]
大戦間のアメリカ文学の主要作家の一人、F. Scott Fitzgeraldの代表的長篇小説Tender Is the Night 
(1934)を読む。授業は基本的に発表形式で進める。各回につき数人の担当者をあらかじめ指名し、
その回に読み進む範囲についてそれぞれの視点から報告をしてもらう。それをもとに全員で議論を
重ね、作品への理解を深める。学期末には、テーマを絞って作品を論じるレポートを提出してもら
う。

 [到達目標]
辞書等を活用しつつ文学作品を妥協なく読み解く姿勢を養うこと、英語読解の精度を高めることを
目標とする。加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語表現の機微に親し
むことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション
第２回：Book I, i-iii (pp. 3-16)　冒頭を読む
第３回：Book I, iv-vi (pp. 16-32)　冒頭場面の続きを読む
第４回：Book I, vii-xi (pp. 32-51)　冒頭場面の結末を読む
第５回：Book I, xii-xvi (pp. 51-71)　パリでの場面を読む
第６回：Book I, xvii-xx (pp. 71-91)　パリでの場面の続きを読む
第７回：Book I, xxi-xxv (pp. 92-112)　パリでの場面の結末を読む
第８回：Book II, i-v (pp. 115-136)　フラッシュバックの前半を読む　
第９回：Book II, vi-x (pp. 137-162)　フラッシュバックの後半を読む　
第１０回：Book II, xi-xiv (pp. 162-186)　南仏～スイス（診療所）での場面を読む
第１１回：Book II, xv-xix (pp. 186-208)　スイス～旅先での場面を読む　
第１２回：Book II, xx-xxiii (pp. 209-235)　ローマでの場面を読む
第１３回：Book III, i-iv (pp. 239-265)　スイス（診療所）での場面を読む
第１４回：Book III, v-vii (pp. 265-290)　南仏での場面を読む
第１５回：Book III, viii-xiii (pp. 290-315)　結末を読む

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
F. Scott Fitzgerald 『Tender Is the Night』（Scribner）ISBN:978-0684801544

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
教室で随時指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読み進む範囲の綿密な予習は全員必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については
徹底的に考えたうえで授業に臨むこと。

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



文献文化学系２２４

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会言語学入門

 [授業の概要・目的]
　教科書を講読するほか、関連の論文を紹介する口頭発表を行います。また、英語の文法に関する
小規模な文献調査を各自が行い、そのテーマについて授業中に議論を行い、学期末にはレポートを
作成します。

 [到達目標]
　Graeme Trousdale（著）のAn Introduction to English Sociolinguisticsを講読し、言語を社会という視
点から観察する力を養うとともに、両者のかかわりについての理解を深めることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　イントロダクション
第２回：　英語と方言
第３回：　世界における英語の役割
第４回：　文法についてのプロジェクトの構想発表と議論
第５回：　方言研究の手法と社会言語学
第６回：　英語のスタイル
第７回：　文法についてのプロジェクトの中間発表と議論
第８回：　言語変化が意味するもの
第９回：　言語変化と社会的要因
第１０回：　言語接触全般
第１１回：　ピジン・クレオール・コード切り換え
第１２回：　社会言語学と言語理論
第１３回：　言語のコミュニティーとネットワーク
第１４回：　言語計画
第１５回：　文法についてのプロジェクトの報告と議論、および総括

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、進行状況により、予定が多
少変更になることがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（40%）およびレポート（60%）によって評価を行います。

 [教科書]
Graeme Trousdale 『An Introduction to English Sociolinguistics』（Edinburgh University Press）

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Sali Tagliamonte 『Analysing Sociolinguistic Variation』（CUP）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２２５

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 家入　葉子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  William Caxtonの英語

 [授業の概要・目的]
　教科書を講読するほか、関連の論文を紹介する口頭発表を行います。また、中英語テキストを題
材に英語の文法に関する小規模な文献調査を各自が行い、学期末にはレポートを作成します。

 [到達目標]
　William Caxtonの翻訳によるテキストParis and Vienne の講読を通じて中英語についての理解を深
めます。また、中英語と現代英語の違いに着目し、言語を変化の視点から観察できる能力を身につ
けることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第１回：　イントロダクション、データベース利用の方法
第２回：　中英語の発音および基本的な文法事項
第３回：　Paris and Vienne の講読および初期印刷本の特徴
第４回：　Paris and Vienne の講読および中英語の綴り字
第５回：　文法についてのプロジェクトの構想発表と議論
第６回：　Paris and Vienne の講読および中英語の語順
第７回：　Paris and Vienne の講読および中英語の名詞・形容詞
第８回：　Paris and Vienne の講読および中英語の代名詞全般
第９回：　Paris and Vienne の講読および中英語の語彙
第１０回：　文法についてのプロジェクトの中間発表と議論
第１１回：　Paris and Vienne の講読および中英語の前置詞
第１２回：　Paris and Vienne の講読および中英語の副詞
第１３回：　Paris and Vienne の講読および中英語の助動詞
第１４回：　Paris and Vienne の講読および中英語の動詞
第１５回：　文法についてのプロジェクトの報告と議論、および総括

　授業は上記のように回ごとに異なるテーマを取り上げる予定ですが、進行状況により、予定が多
少変更になることがあります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への貢献度（40%）およびレポート（60%）によって評価を行います。

 [教科書]
Early English Books Online（京都大学図書館所蔵）等を使用します。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Norman Davis 『Chaucer Glossary』（Oxford University Press）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/(このURLを定期的にチェックしてください。)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　教科書の予習（全員）及び、論文の講読（担当者）をお願いします。レポートは授業終了後に提
出することになりますが、その作成方法については、授業中に繰返し議論します。

（その他（オフィスアワー等））
　メールアドレスは、http://www.iyeiri.sakura.ne.jp/students/index.htmにあります。必要な場合は、メ
ールでご連絡ください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２２６

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英国演劇演習A

 [授業の概要・目的]
David Hare, The Absence of War, Act Oneの精読を通じて、英語による演劇について基本的な知識を得
ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となっている時代について
の知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。 
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション 
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。あわせて第3回
に提出するレポートについて説明をする。
第２回 : The Absence of War 1 - 4 ページの講読と討論
第３回：The Absence of War 5 - 8ページの講読と討論
第４回：The Absence of War 9 - 12ページの講読と討論
第５回：The Absence of War 13 - 16ページの講読と討論
第６回：The Absence of War 17 - 20ページの講読と討論
第７回：The Absence of War 21 - 24ページの講読と討論
第８回：The Absence of War 25 - 28ページの講読と討論
第９回：The Absence of War 29 - 32ページの講読と討論
第１０回：The Absence of War 33 - 36ページの講読と討論
第１１回：The Absence of War 37 - 40ページの講読と討論
第１２回：The Absence of War 41 - 44ページの講読と討論
第１３回：The Absence of War 45 - 48ページの講読と討論
第１４回：The Absence of War 49 - 53ページの講読と討論
第１５回：The Absence of War 54 - 56ページの講読と討論。あわせて Act Oneのまとめを行う。
定期試験は行わない（レポートならびに平常点による）。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第3回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。 

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

上記レポートの提出が単位取得の条件となる。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。 

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
David Hare 『The Absence of War』（Faber and Faber）ISBN:978-0571325894

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる。

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



文献文化学系２２７

科目ナンバリング 　U-LET19 23541 SJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(演習Ｉ)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代英国演劇演習B

 [授業の概要・目的]
David Hare, The Absence of War, Act Twoの精読を通じて、英語による演劇について基本的な知識を
得ると共に、現代の戯曲を自力で読めるようになる。あわせて、劇の舞台となっている時代につい
ての知識を得る。

 [到達目標]
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・英語の戯曲を読むことが出来るようになる。

 [授業計画と内容]
授業計画
第１回：イントロダクション 
作者ならびに作品についての解説ならびに、今後の演習の進め方についての説明。特にAct Oneの
内容を振り返り、あわせて第14回に提出するレポートについて説明する。
第２回： The Absence of War 57 - 60ページの講読と討論
第３回： The Absence of War 61 - 64ページの講読と討論
第４回： The Absence of War 65 - 68ページの講読と討論
第５回： The Absence of War 69 - 72ページの講読と討論
第６回： The Absence of War 73 - 76ページの講読と討論
第７回： The Absence of War 77 - 80ページの講読と討論
第８回： The Absence of War 81 - 84ページの講読と討論
第９回： The Absence of War 85 - 88ページの講読と討論
第１０回： The Absence of War 89 - 92ページの講読と討論
第１１回： The Absence of War 93 - 96ページの講読と討論
第１２回： The Absence of War 97 - 100ページの講読と討論
第１３回： The Absence of War 101 - 104ページの講読と討論
第１４回： The Absence of War 105 - 108ページの講読と討論
第１５回： The Absence of War 109 - 110ページの講読と討論。あわせてAct Twoのまとめと劇全体に
ついての討論を行う。
定期試験は行わない（レポートならびに平常点による）。

アメリカ文学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
原則として前期の演習Aの受講者を対象とするが、後期からの受講も認める。後期からの受講希望
者は初回に担当者に申し出て指示を受けること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、第14回に提出するレポートの内容30%、平常点70%（担当箇所の解釈
50%ならびに討論への参加20%）にて評価する。 

上記レポートの提出が単位取得の条件となる。提出しない者には単位は与えられないので注意する
こと。レポートの詳細については第1回に指示をする。 

正当な理由のない欠席を２度した場合、以後の出席は認めない。遅刻は欠席とみなす。

 [教科書]
David Hare 『The Absence of War』（Faber and Faber）ISBN:978-0571325894

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・辞書を丹念に引きながら、テクストの解釈をした上で授業に臨む。
・気に入った台詞を暗誦してみる

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



文献文化学系２２８

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 森　慎一郎
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  20世紀アメリカ短篇を読む

 [授業の概要・目的]
20世紀アメリカ（北米）文学を代表する作家たちの短篇小説を読む。取り上げる予定の作家は、
Ernest Hemingway, William Faulkner, Flannery O’Connor, John Cheever, Bernard Malamud, Vladimir 
Nabokov, Alice Munroの７名。授業は精読（輪読）と発表形式を組み合わせて進める。各作家につき
２回の授業をあて、１回目は作品の精読、２回目は読み切れなかった範囲についての発表とディス
カッションを行う。学期末には、授業で読んだいずれかの作品について各自の視点から論じるレポ
ートを提出してもらう。 

 [到達目標]
丁寧に辞書を引きながら一語一句にこだわって文学作品を読む姿勢を身につけ、英語小説読解の基
礎力を養うことを目標とする。 加えて、小説を通じて英語圏の文化への理解を深め、文学的な英語
表現の機微に親しむことも本授業の目標となる。

 [授業計画と内容]
授業計画 
第１回：イントロダクション 
第２回：Ernest Hemingway（精読） 
第３回：Ernest Hemingway（発表、ディスカッション） 
第４回：William Faulkner（精読） 
第５回：William Faulkner（発表、ディスカッション） 
第６回：Flannery O’Connor（精読） 
第７回：Flannery O’Connor（発表、ディスカッション） 
第８回：John Cheever（精読） 
第９回：John Cheever（発表、ディスカッション） 
第１０回：Bernard Malamud（精読） 
第１１回：Bernard Malamud（発表、ディスカッション） 
第１２回：Vladimir Nabokov（精読） 
第１３回：Vladimir Nabokov（発表、ディスカッション） 
第１４回：Alice Munro（精読） 
第１５回：Alice Munro（発表、ディスカッション）

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（60％）と期末レポート（40％）で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
青山南 『短編小説のアメリカ 52講』（平凡社ライブラリー）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回の授業で読むテクストの綿密な予習は必須。丁寧に辞書を引き、気になる箇所については徹底
的に考えたうえで授業に臨むこと。 

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



文献文化学系２２９

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 小林　久美子
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  『八月の光』を読む

 [授業の概要・目的]
フォークナー『八月の光』を講読する。20世紀アメリカ文学の最重要作品の一つとして名高い本作
は、文体や視点の置き方など、表現面において種々の工夫を凝らしつつ、奴隷制度や宗教といった、
アメリカという国が抱える根本問題を取り扱うものである。本作の表現・主題の両面を検討するこ
とで、英文テキストの読み方とアメリカ文学における歴史表象のあり方を包括的に学ぶ。  

 [到達目標]
『八月の光』の講読を通じて、20世紀の言語芸術とアメリカ南部の歴史を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：イントロダクションその1--William Faulknerとモダニズム
第２回：イントロダクションその2--William Faulknerとアメリカ南部
第３回：Light in August講読--Ch. 1
第４回：Light in August講読--Ch. 2
第５回：Light in August講読--Ch. 3 & 4
第６回：Light in August講読--Ch. 5 & 6
第７回：Light in August講読--Ch. 7 & 8
第８回：Light in August講読--Ch. 9 & 10
第９回：Light in August講読--Ch. 11 & 12
第１０回：Light in August講読--Ch. 13 & 14
第１１回：Light in August講読--Ch. 15 & 16
第１２回：Light in August講読--Ch. 17 & 18
第１３回：Light in August講読--Ch. 19 & 20
第１４回：Light in August講読--Ch. 21
第１５回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回のコメントシートの記入（20％）・発表（40％：予定回数は2回）・期末レポート（40％）に
て評価する。優れたコメントは次回の授業で取りあげる。発表は担当作品に関するもので、20分か
ら30分ほどの長さとする。残りの時間は参加者全員によるディスカッションに充てられる。予習度
合いについては、毎授業冒頭にて行われる【あらすじ小テスト】によって確認される。つまり、読
まずに授業に参加した場合、欠席扱いとなるので注意すること。

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [教科書]
Faulkner, William 『Light in August』（Vintage）ISBN:0099283158

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業で指定されたテキストの範囲内に関する小テストを行うので、予習は必須である。発表とレ
ポートの形式については授業内で詳細を説明する。   

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



文献文化学系２３０

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 佐々木　徹
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イギリス小説精読

 [授業の概要・目的]
Robert Louis Stevenson, "Dr. Jekyll and Mr. Hyde"を精読する。翻訳ではなく、原書の英語を読む面白
さを知ってほしい。  

 [到達目標]
一語一語にこだわりながら、辞書を引いて丁寧に読む癖をつけ、英語による文学作品読解の基礎力
を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2回 PP. 1-4
第3回 PP. 5-8 
第4回 PP. 9-12
第5回 PP. 13-17
第6回 PP. 18-22
第7回 PP. 23-27
第8回 PP. 28-32
第9回 PP. 33-37
第10回 PP. 38-42
第11回 PP. 43-47
第12回 PP. 48-52
第13回 PP. 53-57 
第14回 PP. 58-62
第15回 フィードバック　（研究室で授業関連の質問に答える）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点により評価する。

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [教科書]
テクストはパブリック・ドメインにあるので、ネットからダウンロードできる。紙媒体を好む人は
ペーパーバックのテクストを各自購入すること。真剣に勉強したい人にはNorton Critical Edition 
(ISBN-13: 978-0393974652)を薦める。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の目的はあくまでも精読であるから、毎回の授業のためには徹底的に辞書を引く、入念な予習
が必要である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは月曜１４：１５～１５：１５。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３１

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 廣田　篤彦
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  Philip Larkin, The Whitsun Weddings講読

 [授業の概要・目的]
Philip Larkin (1922-85)は、20世紀英国を代表する詩人の一人である。この詩人の最初の詩集 The 
Whitsun Weddings の精読を通じて、英語の詩の読み方の基本を身につけるとともに英国詩と詩の言
語についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・英語の詩の特徴を理解し、自力で読めるようになる。
・辞書を丹念に引きながら語の細かい意味の違いに注意を払う能力を養う。
・Philip Larkinの詩の世界を楽しめるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
作者ならびに作品についての解説と、時代背景の概説を行う。あわせて、今後の授業の進め方につ
いて説明する。

第2-15回　
詩の精読と内容についての討論。講読した詩は次回までに暗記してくることが求められる（書いて
提出）。

詩の長さや難易度の違いによって、また、担当者の習熟度によって進度は大きく異なってくるため、
毎回の予定を示すことは出来ないが、毎回おおむね1－2篇程度を読み進めることになる。なお、講
読する詩の選択には参加者の意向も考慮に入れる。

フィードバックについては授業中に指示をする。

 [履修要件]
2-4回生を対象とした講読の授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標の達成度に基づき、平常点（担当箇所の解釈40%、詩の暗記40％、討論への参加20%）に
て評価する。正当な理由なく2回欠席した場合は、以後の出席を認めない。遅刻は欠席とみなす。

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [教科書]
Philip Larkin 『The Whitsun Weddings』（Faber and Faber）ISBN:978-0571326297

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予め辞書（特に英英辞典）を丹念に参照して、一語一語についてその意味を検討した上で授業に臨
むこと。授業後は詩全体を理解したうえで暗記をすること。

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



文献文化学系２３２

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 桂山　康司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門（異文化理解を手掛かりに）

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相（異文化理解を深める）
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察すると同時に、そのプロセスを通じて異文化コミュニケー
ションに対する理解を深める。

 [到達目標]
英詩など英文による名作を味読することを通じて、英詩など英文の特質全般（特に、リズムのもつ
意味）についての基礎知識を身につけると同時に、英語という言語やその背景にある文化の多様性
について学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：導入。本年度は特にワーズワス（1770-1850）の抒情詩を中心に読む。
第2～13回：各回、以下に挙げるものから一つテーマを選び、導入的解説を行うと同時に、それを
感得するのにふさわしい詩作品を１～２編紹介し味読する。取り上げるテーマは
・異文化間能力（intercultural competence）
・英語特有の言語特性に由来する強勢を基盤としたリズムの特質
・Academic Englishの特徴となる語彙が多く外来語でラテン語起源であること
・英文の構成上の特徴と論述方法の言語間における相違
・単語の語源的由来が多文化に及ぶことが文章の味わいに与えている効果
・言語間におけるリズムの特質の相違（特に、強勢に基づくリズムと音節数に基づくリズムの相違）

・rhymeの技法とその表現法の由来と影響
・頭韻による技法の歴史的変遷と現代英語における位置付け
・散文と韻文との相違
・ことわざ的表現様式の音韻的、意味論的特質
・多様な文化や時代思潮（例えば、フランス革命の衝撃）が近代英語に及ぼした影響
・英語史上における異文化交流の実例
・言語表現の特質と、歴史・文化・社会の在りようとの深い結びつき
第14回：まとめ。加えて、場合によっては、理解度確認のための筆記試験の実施。
第15回：フィードバックの実施。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上島建吉（解説注釈） 『リリカル・バラッズ (II) ―愛と人生ー』（研究社小英文叢書）ISBN:
9784327013013
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997
京都大学英語学術語彙研究グループ他 『京大・学術語彙データベース基本英単語１１１０』（研究
社）ISBN:9784327452216

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、日本人にとっては外国語である英語によって書かれたもの（英詩を含む）を
読む上で必要な基礎的事実について、異文化理解を深める観点から、解説をする予定なので、受講
を希望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３３

科目ナンバリング 　U-LET19 23551 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(講読)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 桂山　康司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英詩入門（異文化理解を手掛かりに）

 [授業の概要・目的]
テーマ：英詩の諸相（異文化理解を深める）
具体的に、テキストに収められた作品、一つ一つを丹念に精読しながら英詩の表現の特質の変化を、
社会背景や文化全般と関連づけて、考察すると同時に、そのプロセスを通じて異文化コミュニケー
ションに対する理解を深める。

 [到達目標]
英詩など英文による名作を味読することを通じて、英詩など英文の特質全般（特に、リズムのもつ
意味）についての基礎知識を身につけると同時に、英語という言語やその背景にある文化の多様性
について学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回：導入。本年度後期は、前期に引き続きWilliam Wordsworth（1770-1850）の抒情詩を読む。
第2～13回：各回、以下に挙げるものから一つテーマを選び、導入的解説を行うと同時に、それを
感得するのにふさわしい詩作品を１～２編紹介し味読する。取り上げるテーマは
・異文化間能力（intercultural competence）
・英語特有の言語特性に由来する強勢を基盤としたリズムの特質
・Academic Englishの特徴となる語彙が多く外来語でラテン語起源であること
・英文の構成上の特徴と論述方法の言語間における相違
・単語の語源的由来が多文化に及ぶことが文章の味わいに与えている効果
・言語間におけるリズムの特質の相違（特に、強勢に基づくリズムと音節数に基づくリズムの相違）

・rhymeの技法とその表現法の由来と影響
・頭韻による技法の歴史的変遷と現代英語における位置付け
・散文と韻文との相違
・ことわざ的表現様式の音韻的、意味論的特質
・多様な文化や時代思潮（例えば、フランス革命の衝撃）が近代英語に及ぼした影響
・英語史上における異文化交流の実例
・言語表現の特質と、歴史・文化・社会の在りようとの深い結びつき
第14回：まとめ。加えて、場合によっては、理解度確認のための筆記試験の実施。
第15回：フィードバックの実施。

 [履修要件]
特になし

アメリカ文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験の成績（60点）に、発表を含む平常点評価（40点）を加味して評価する。

 [教科書]
授業中に適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
上島建吉（解説注釈） 『リリカル・バラッズ（II）ー愛と人生ー』（研究社）ISBN:9784327013013
小泉博一他(編） 『イギリス詩を学ぶ人のために』（世界思想社）ISBN:4790707997
京都大学英語学術語彙研究グループ他 『京大・学術語彙データベース基本英単語１１１０』（研究
社）ISBN:9784327452216

 [授業外学習（予習・復習）等]
とりわけ、緻密な予習が肝要であることは言うまでもない。最も重要なことは、自らの読みを、理
解が不十分であるということも含めて、前もってしっかり確認、意識して授業に臨むことである。

（その他（オフィスアワー等））
最初の授業において、日本人にとっては外国語である英語によって書かれたもの（英詩を含む）を
読む上で必要な基礎的事実について、異文化理解を深める観点から、解説をする予定なので、受講
を希望するものは必ず出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２３４

科目ナンバリング 　U-LET19 23562 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 LUDVIK，Catherine
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part I

 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students' general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Preserving History: Universities and Museums―Kyoto University Museum
Reading: Kyoto Museums Guidebook (Kyoto City Board of Education, 1992), pp. 239-240.

2. Shinto Shrines: Yoshida Jinja
Reading: John Breen and Mark Teeuwen, A New History of Shinto (Wiley&Blackwell, 2010), pp. 1-23.

3. (a) Shinto Spring Festivals: Aoi Matsuri; (b) Discussion on Shinto in Contemporary Japan
Reading: Kansai Cool, pp. 43-48; Kyoto Lives, p. 24 “Inui Mitsutaka, Shrine Priest.”

4. Introduction to Buddhism: Commemorating the Life and Passing of the Buddha
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Three “City of Buddhism” pp. 37-59.

5. Mt. Hiei, “Mother Mountain of Japanese Buddhism,” and its Circumambulating Monks
Reading: Kyoto Lives, p. 64 “Kate Connell--Mt. Hiei, Guardian Mountain.”
Assigned Viewing: “The Monks Risking Death On An Extraordinary Journey,” Journeyman Pictures (http:/
/www.youtube.com/watch?v=S06oMxdt40A).

6. Group/Individual Presentations on Sects of Buddhism and Kyoto Temples
Readings: Kyoto: A Cultural History, Chapter Five “City of Zen” pp. 76-95; Kyoto Lives, pp. 70-71 “
Matsuyama Daiko, Deputy Chief Priest, Taizo’in Temple.”

7. Discussion on Sects of Buddhism and Kyoto Temples

8. Zen Temples and Visual Arts: Daitokuji’s annual airing of its hanging-scroll paintings; Taizoin’s 
sliding screen painting project
Reading: Gregory P. A. Levine, Daitokuji: The Visual Cultures of a Zen Monastery, pp. 83-87.
Assigned Viewing: “Taizoin Hojo; Fusuma-e Painting Project” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=x7JEA658doc). 

9. Pure Land Faith and Monthly Markets: Chionji
Reading: “Chionji” (handout)

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

10. "Micro Temples": discussion on temple activities and economy in contemporary Japan
Readings: Kansai Cool, pp. 189-193; Kyoto Lives, pp. 34-35 “Kajita Shinsho, the Path to Honen-in.”

11. Group/Individual Presentations on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter One “ City of Kanmu” pp. 1-19.

12. Discussion on Heian-Period Historical and Literary Figures
Reading: Kyoto: A Cultural History, Chapter Two “City of Genji” pp. 20-36; Kyoto Lives, p. 78 “
Setouchi Jakucho--The Tale of Genji.”

13. Summer Festivals: Gion Matsuri―history and traditions 
Reading: World Heritage document on “Yamahoko, the float ceremony of the Kyoto Gion festival.”

14. Summer Festivals: Gion Matsuri―visual arts

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be assigned weekly readings (selected chapters of the textbooks and handouts) on various 
aspects of the cultural heritage and history of Kyoto, which will then be discussed in class.

アメリカ文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２３５

科目ナンバリング 　U-LET19 23562 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 LUDVIK，Catherine
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Kyoto's Cultural Heritage, in English Part II

 [授業の概要・目的]
This course aims at cultivating students’ general ability for reading, speaking, listening, and writing.

 [到達目標]
Through class discussions, assignments, and presentations, this course will enhance the ability of the students 
to express in English their views on Kyoto's cultural heritage and its preservation.

 [授業計画と内容]
1. Kyoto's Water Culture: function and impact of water in the lives, culture, and religion of Kyoto people
Reading: Kansai Cool, pp. 39-42.
Assigned Viewing: Documentary Film “Water, the Lifeblood of Kyoto” (http://fod.infobase.com/p_
ViewPlaylist.aspx?AssignmentID=83NZ6P).

2. Kyoto Gardens: history, features, and aesthetics
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 91-95 “Dry Landscapes”; pp. 133-138 “Tea Garden” “Tea 
Room”.
                                                         
3. Kyoto Machiya Townhouses: architectural features, functions
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 164-165; Jurgenhake, Birgit, “The qualities of the Machiya: An 
Architectural Research of a Traditional House in Japan” (2011, http://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:a9f98f2a-6be7-4693-92ad-26507e69666e?collection=research)

4. Kyoto Machiya Townhouses: contemporary preservation measures 
Readings: World Monuments Fund, “Machiya Townhouses” (https://www.wmf.org/project/machiya-
townhouses); Kyoto Machiya Revitalization Project (http://kyoto-machisen.jp/wmf-machiya-project/).

5. Individual/Group Presentations on Kyoto Architecture

6. Discussion on Kyoto Architecture

7. Kyoto Imperial Palace: architectural features and gardens
Reading: Judith Clancy, Exploring Kyoto: On Foot in the Ancient Capital (Stone Bridge Press, 2008), pp. 29-
36.

8. Kyoto State Guesthouse and traditional artisanry
In-class Viewing: Documentary Film “Traditional Skills in the Kyoto State Guest House” (Kyoto 
Convention Bureau, 1990).

9. Imperial Convents and Cultural Preservation: Hokyoji and Dolls

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

Readings: Kansai Cool, pp. 77-81; Amamonzeki: A Hidden Heritage, Treasures of the Japanese Imperial 
Convents (The Sankei Shinbun, 2009), pp. 120-123; Hokyoji restoration handout.

10. Autumn Festivals: Festival of the Ages (Jidai Matsuri) and Kurama Fire Festival (Hi Matsuri)
Reading: Kyoto Lives, pp. 10-12 “Festival of the Ages” by John Dougill; additional handouts. 

11. Kyoto Cuisine: types, features
Reading: Kyoto: A Cultural History, pp. 223-225; Donald Richie, “A Taste of Japan, Introduction” 
(Kodansha, 1993), pp. 8-12.

12. Kyoto Cuisine: aesthetics
Readings: Kansai Cool, “The Still Point: Authenticity Within an Evolving Cuisine,” pp. 93-105.
Assignment: Cuisine worksheet.

13. Individual/Group Presentations Based on Kyoto Lives Interviews

14. Discussion Based on Kyoto Lives Interviews

15. Review Test

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class attendance and participation in discussions (20%)
Written assignments (25%)
Class presentations (30%)
In-class test (25%)

 [教科書]
Dougill, John 『Kyoto: A Cultural History』（Oxford University Press）ISBN:978-0195301380
Kyoto Journal 『Kyoto Lives: Interviews, Memoirs, Essays』（Kyoto Journal 70）ISBN:ISSN0913-5200（
http://kyotojournal.org/ backissues/kj-70/ (digital issue also available)）
Whelan, Christal 『Kansai Cool: A Journey into the Cultural Heartland of Japan』（Tuttle Publishing）
ISBN:978-4-8053-1280-3

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Readings and discussion questions will be assigned for each class.

アメリカ文学(外国語実習)(3)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(3)

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



文献文化学系２３６

科目ナンバリング 　U-LET19 23562 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Stephen Gill
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - 100 Years of Assimilation  

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. The second wave, in the 1950's, were those written by the ‘
Beat’ poets in the U.S.A. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been widely published and 
broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the history of the genre using reading 
texts and examples. (In the second semester, we will study the differences between Japanese and English 
haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We will recognize some qualities of 
the English language that are ideally suited to writing haiku!) Lectures and discussions will be supplemented 
with audio, video and handouts. This course aims at improving the student's general proficiency at reading, 
speaking, listening and writing through discussion and analysis. In class, students should take occasional 
notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will require students to revise. 
Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small groups. Students will 
anthologise and critique their selection of the best American and British haiku during the first semester and 
present this as a report during the final two classes. 

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, speaking and writing. In our 
discussions and analysis, some cultural comparison will necessarily be made between the English-speaking 
world and the Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will hope to improve 
ability to read 'between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small is beautiful; less is 
more', which Japan has helped to instil in world literature.  

 [授業計画と内容]
1. Orientation 
2. Origins in Japan and literary ground in UK and USA 
3. Oriental translations 
4. Orientalism 
5. Imagism 
6. Western view of Zen 
7. Beat poets 
8. 1960s 
9. Haiku Society of America 
10. British Haiku Society 
11. World Haiku 
12. Haiku radio 
13. Haiku in other Western media 
14. Internet haiku (and critiqued anthology reports) 
15. Future of world haiku (and critiqued anthology reports)

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class. 

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J.  『The Haiku Handbook』ISBN:0070287864
Kacian, J., Rowland, P. & Burns, A.  『Haiku in English: the First Hundred Years 』ISBN:9780393239478

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

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



文献文化学系２３７

科目ナンバリング 　U-LET19 23562 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

アメリカ文学(外国語実習)
American Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Stephen Gill
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   英語 

題目  Haiku in English Literature - Characteristics

 [授業の概要・目的]
The first haiku in English were composed more than 100 years ago by poets working mainly in London and 
categorised as ‘Orientalist’ or ‘Imagist’. Since the 1970's, haiku-style poetry in English has been 
widely published and broadcast, and some of it is very good. This semester, we will study the differences 
between Japanese and English haiku, analysing some of the special features of the English haiku form. We 
will recognize some qualities of the English language that are ideally suited to writing haiku! Lectures and 
discussions will be supplemented with audio, video and handouts. This course aims at cultivating the student'
s general proficiency at reading, speaking, listening and writing through discussion and analysis. In class, 
students should take occasional notes of things they consider interesting or important. Tests, if indicated, will 
require students to revise. Sometimes students will be encouraged to discuss and draw conclusions in small 
groups. During the semester, students will choose one characteristic of English haiku (e.g. punctuation, 
lineation, Western season words) for their special attention and, illustrating their ideas with their own 
researched haiku examples, present this as a report during the final two classes.  

 [到達目標]
Our goals include improving English ability through listening, reading, speaking and writing. In our 
discussions and analysis, some cultural and linguistic comparison will necessarily be made between the 
English-speaking world and the Japanese world, to which students should actively contribute. Also, we will 
hope to improve ability to read 'between the lines'. A further goal might be to reappraise the idea that 'Small 
is beautiful; less is more', which Japan has helped to instil in world literature. This course may also help 
develop seasonal consciousness.

 [授業計画と内容]
1. Orientation and links from last semester
2. Japanese and English: linguistic differences
3. pond frog plop!
4. Lineation, translation workshop
5. Break, image contrast (cf. famous poets’ work)
6. Seasons in English Haiku I: spring
7. Seasons in English Haiku II: summer
8. Seasons in English Haiku III: autumn
9. Creating an English haiku, composition workshop 
10. Seasons in English Haiku IV: winter 
11. Seasons in English Haiku V: all/no season 
12. Humour and influence of senryu on US/UK haiku
13. Haiku ‘moment’ and hints on researching examples
14. Rensaku, rengay and report preparation/submission
15. Haibun and report preparation/submission

アメリカ文学(外国語実習)(2)へ続く↓↓↓



アメリカ文学(外国語実習)(2)

 [履修要件]
Active participation in class. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
attendance/class contribution 50%, 
tests 10%, 
report (anthology/critique or analysis/examples) 40%

 [教科書]
使用しない
Handouts will be provided by the teacher in every class. 

 [参考書等]
  （参考書）
Higginson, William J. 『The Haiku Seasons』ISBN:9781933330655
Higginson, William J.  『Haiku World』ISBN:4770020902
Cobb, David & Lucas, Martin  『The Iron Book of British Haiku』ISBN:0906228670

  （関連ＵＲＬ）
https://hailhaiku.wordpress.com/(The 'Icebox' is edited by the teacher and contains a list of links to all the 
most important English haiku sites around the world)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Occasionally, students may be expected to familiarise themselves with a short text in advance of the class. 
They should revise for any tests. Towards the end of the semester, they must also research and write a report 
to submit to the teacher during the last two classes.  

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



文献文化学系２３８

科目ナンバリング 　U-LET21 13604 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス文学)(講義)
French Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 永盛　克也
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス古典演劇入門

 [授業の概要・目的]
フランス17世紀演劇の諸相－歴史的背景、劇場と劇団、主要な劇作家と作品、美学的争点－を紹介
する。18世紀以降の文学および文化の規範としての、またロマン主義以降の批判の対象としての「
フランス古典演劇」を理解するためにも、まずは17世紀という時代を十分に理解する必要がある。

 [到達目標]
「フランス古典演劇」の特質と歴史的背景を理解すること、および文学作品の分析の具体的な手法
を習得することを目標とする。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいに対応して順序やテーマを
変更することがある。

第１回　イントロダクション　演劇流行の社会的背景　リシュリューの文化政策
第２回　パリの常設劇場の誕生　新世代の劇作家と新たな観客層の出現
第３回　演劇の擁護（コルネイユ『舞台は夢』）
第４回　悲喜劇の流行　バロックと古典主義（『ル・シッド』論争）
第５回　悲喜劇から悲劇へ　17世紀の劇作法の確立（コルネイユ『シンナ』）
第６回　世紀の転換期（フロンドの乱）と新たな感性の出現（プレシオジテ）
第７回　モリエールの喜劇　娯楽と諷刺の総合（『人間嫌い』）
第８回　モリエールの喜劇（『タルチュフ』）
第９回　ラシーヌの悲劇　劇作法と文体の洗練（『アンドロマック』）
第１０回　ラシーヌの悲劇（『イフィジェニー』）
第１１回　古典主義理論の確立（ボワロー『詩法』）
第１２回　オペラの流行（リュリー／キノー）
第１３回　パリの劇場の再編　レパートリー化　「古典演劇」の誕生
第１４回　17世紀演劇と新旧論争
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（１００％）

系共通科目(フランス文学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(フランス文学)(講義)(2)

 [教科書]
プリント等を配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で抜粋を読んだ作品を通して読んでみること、授業で紹介する関連図書を参照することが望ま
れる。

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



文献文化学系２３９

科目ナンバリング 　U-LET21 13606 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス文学)(講義)
French Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村上　祐二
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  第一次世界大戦とフランス文学

 [授業の概要・目的]
20世紀の起点となった第一次世界大戦（1914-1918）は、フランス近現代文学においてひとつの転
換点をなしている。本講義ではこの戦争が、おもに兵士として前線に赴いた作家たちによってどの
ようにして、詩、小説、日記、回想録、戯曲、エッセイなどの多岐にわたる作品の中で表象されて
いるのかを、アポリネール、ロマン・ロラン、アンリ・バルビュス、セリーヌ、ジオノ、ドリゥ・
ラ・ロシェル、テイヤール・ド・シャルダン、アラン、プルースト、シュールレアリストらの作品
の抜粋を読みながら解説する。

 [到達目標]
抜粋と翻訳を通して20世紀フランス文学の代表的作品群に直接触れるとともに、文学作品の批評的
読解の基礎を身につける。

 [授業計画と内容]
初回に第一次世界大戦の流れを紹介した上で、二回目から十五回目では、資料を配布し、作品の解
説を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを提出してもらう予定

 [教科書]
プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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



文献文化学系２４０

科目ナンバリング 　U-LET21 23607 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(フランス語学)(講義)
French Language (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 小田　涼
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  フランス語学概論

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、フランス語の語彙や構文の分析方法を学び、言語学としてフランス語を研究す
るための入門的な知識を身につけることである。ときに日本語や英語と比較しながらフランス語の
さまざまな表現の違いについて考え、フランス語を学問として研究するための基本的な知識を学ぶ。

 [到達目標]
フランス語とはどういう言語であるか、語彙論、意味論、統語論、語用論などの観点からアプロー
チしてその全体像を把握できるようになる。フランス語学についての基礎的知識と分析方法を習得
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、講義の進み具合やその他の事情によりテー
マの順序やテーマの一部を変更することがある。
第1回：ソシュールと言語学の基本概念、言語学・フランス語学とは何か。
第2回：「持つ(avoir)」的言語と「ある(être)」的言語（Have languageとBe language）
第3回：フランス語の名詞の性は何のために存在するのか
第4回：カテゴリー化（＝範疇化）について
第5回：冠詞と意味の切り分け（英語の可算名詞と非可算名詞の区別はフランス語ではどのように
現れるのか）
第6回：総称（ものごと一般）をあらわす定冠詞単数・複数と不定冠詞単数
第7回：名詞を修飾する形容詞の位置「le petit Chaperon rouge（赤頭巾ちゃん）では形容詞rougeを名
詞の後におくのに、Blanche Neige（白雪姫）では形容詞blancheを名詞の前におくのはなぜか」
第8回：さまざまな副詞：文副詞・様態副詞
第9回：否定：分離的否定、否定の作用域
第10回：叙法(mode)について（直説法、条件法、接続法、命令法）
第11回：情報構造と語順「フランス語の補語人称代名詞はなぜ動詞の前に出るのか」
第12回：代名動詞のさまざまな用法（再帰用法・相互用法・受動的用法）
第13回：語調緩和の半過去「Je voulais vous demander un petit service.のような半過去になぜ語調を緩
和する働きがあるのか」
第14回：Benvenisteの人称論
第15回：期末試験
（第16回：フィードバック）

系共通科目(フランス語学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(フランス語学)(講義)(2)

 [履修要件]
フランス語初級を習得しているか、あるいは基本的なフランス語の文法知識があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験の成績（85%）や授業への参加度・平常点（15%）などを総合的に判断して評価を行う。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
常日頃から外国語や日本語のさまざまな現象を観察して、言葉に関する直感を磨くよう心がけるこ
と。

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



文献文化学系２４１

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学（演習I）
French Language and Literature

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 永盛　克也
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Introduction à l'analyse des textes littéraires

 [授業の概要・目的]
フランス語読解力の養成を主眼としつつ、テクスト解釈法 explication de texte やコメンタリー執筆 
commentaire composéを通じてフランス文学の研究方法の入門指導をする。

 [到達目標]
文学的テクストの分析手法やコメンタリー執筆の手順を身につけることによってフランス文学研究
の基本的な技法を身につけることをめざす。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　テクスト解釈法 explication de texte の方法
第2回　イントロダクション　コメンタリー執筆 commentaire composé の手順
第3回～第9回　テクスト解釈法の実際を学ぶ（基礎的な読解力の養成）
第10回　中間レポートのフィードバック
第11回～第13回　コメンタリー執筆の実際を学ぶ（分析結果の文章化）
第14回　口頭発表
第15回　フィードバック

 [履修要件]
中級程度のフランス語の語学力が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業での発表と課題の提出）が重視される（80%）。そのほかに、中間レポート、学期末
レポートが課される（20%）。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
平常点が重視されるので、次回授業分の予習を全員がすることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
フランス語学フランス文学専修の3回生にとっては必修科目である。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４２

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学（演習I） 
French Language and Literature

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村上　祐二
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Introduction à l'analyse des textes littéraires

 [授業の概要・目的]
フランス語読解力の養成を主眼としつつ、批評的文章の和訳・要約を通じてフランス文学の研究方
法の入門指導をする。 
フランス語学フランス文学専修の3回生にとっては必修の授業。

 [到達目標]
文学的テクストの分析手法を身につけること、中級程度のフランス語で書かれたフランス文学に関
する研究文献を読めるようになること。

 [授業計画と内容]
批評的文章や研究書・研究論文の読解への入門を行う。文学研究において重要となる概念や理論、
あるいは文学史に関する論文を読解の対象とし、和訳や要約のプロセスを通して内容の理解を目指
すとともに、アカデミックな文体のフランス語の読み方を学ぶ。卒業論文準備の過程でフランス語
の研究文献を参照する際に、内容を正確に理解するための訓練ともなる。授業は以下のプランに沿
って進める。
第1回　イントロダクション
第2回～第10回　文学批評テクストの抜粋を和訳および要約
第11回～第15回　受講者による発表　

 [履修要件]
中級程度のフランス語の語学力が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
授業中にプリント等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
平常点が重視されるので、次回授業分の訳読の予習を全員がすることが求められる。

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



文献文化学系２４３

科目ナンバリング 　U-LET21 23651 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 永盛　克也
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  フランス文学の古典を読む

 [授業の概要・目的]
フランス19世紀の作家スタンダール（Stendhal, 1783-1842）の代表作『赤と黒』Le Rouge et le Noir（
1830）の抜粋を精読する。
　
　
　

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第15回　音読も重視しつつ、訳読を進める。文法的な説明の他、文体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習と授業への積極的な参加が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（90%）と期末課題（10％）

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと

（その他（オフィスアワー等））
授業内での積極的な質問を歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４４

科目ナンバリング 　U-LET21 23651 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村上　祐二
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  プルーストの芸術論を読む

 [授業の概要・目的]
フランス19・20世紀文学を代表する小説家マルセル・プルースト（Marcel Proust, 1871-1922）の小
説『失われた時を求めて』（A la recherche du temps perdu, 1913-1927）に描かれた、絵画、音楽、建
築を中心とする芸術作品の描写、芸術論の抜粋を読む。必要に応じてプルーストの美術批評も併読
する。

 [到達目標]
フランス語文法の正確な知識を身につける。
正しい音読の仕方を身につける。
文学作品の読解の方法を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　作者と作品の紹介。授業の進め方の説明。
第2回～第15回　いくつかの抜粋を、音読も重視しつつ丁寧に読み進める。文法的な説明の他、文
体の分析も行う。

 [履修要件]
受講者には丁寧な予習が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テクストの音読、構文の把握、未習の語彙・表現を辞書で調べておくこと

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



文献文化学系２４５

科目ナンバリング 　U-LET21 23651 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学(講読)
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 松原　冬二
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの短篇小説を読む

 [授業の概要・目的]
フランス20世紀を代表する幻想作家アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ（A. Pieyre de 
Mandiargues, 1909-1991）の幻想短篇小説を数篇とりあげ、精読する。マンディアルグのテキストの
読解をとおして、20世紀から現代までの科学全盛の時代における（SFとはことなる）幻想文学の今
日性をさぐる。

 [到達目標]
フランス語の読解能力を高め、短篇小説を独力で通読する体験をとおして、達成感とともに外国語
への抵抗感をなくすことを目指す。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　作者とその作品の紹介および授業の進め方の説明。
第2回～第14回　マンディアルグの短篇小説の精読（毎回担当者を決めて訳文を発表してもらう）。
扱うテキストは、マンディアルグの短篇小説集『黒い美術館』、『狼たちの太陽』、『燠火』、『
海嘯』、『みだらな扉』、『刃の下で』、『薔薇の葬列』のなかから、進度に応じて適宜選択する。

第15回　まとめ　20世紀フランス文学における幻想文学の位置づけ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
訳読に基づいた平常点で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：担当者は訳文を準備すること。担当者以外も次回に進む部分を訳読し、授業に臨むこと。
復習：授業で進んだ部分の構文や表現を理解し、次回以降に生かすこと。

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



文献文化学系２４６

科目ナンバリング 　U-LET21 23662 PJ36　

授業科目名
　<英訳>

フランス語学フランス文学（外国語実習）
French Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当准教授 文学研究科 Charles VINCENT
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  実習

使用
言語 フランス語

題目  Grammar and expression. Initiation to linguistic and stylistic analyses. 

 [授業の概要・目的]
Grammar, vocabulary, the logic of the speech are analysed in this class, as well as it initiates students to some 
stylistic tools. The class both aims at reinforcing important notions of French langage and at showing how a 
message is shaped by the way we choose to express it. 

 [到達目標]
The aim of this class is to help students to use the linguistic structures which are the most appropriate to what 
they intend to say, and to teach them how to analyze the meaning of any type of text and speech through their 
formal organization. 

 [授業計画と内容]
After an introductory lecture (week 1) presenting the goals and exercices of the class, during the remaining 
weeks 2 to 14, we will train on various exercices, fitting the schemes of the exam : 
 questions, sentences to complete, simple text writing, transformations of sentences due to a change in the 
point of view. Grammatical structures, lexical fields, story and speech categories, are the main objects of this 
course.

 [履修要件]
This course is meant for third year students who are specialized in French Literature, but every student who 
wants or must use French langage in his research can find an interest in it. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be an intermediary test and, at the end of the semester, a final DELF test. However, the global 
grade will be given in consideration not only of these tests but also of the attendance and activity during the 
whole semester.

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語学フランス文学（外国語実習）(2)へ続く↓↓↓



フランス語学フランス文学（外国語実習）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before the lecture, it is necessary to learn grammar and lexical elements and to do preparatory exercises 
(indications will be given each time by the teacher). 

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２４７

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講義)
Italian Language and Literature (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村瀬　有司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  イタリア文学史

 [授業の概要・目的]
　イタリア文学は中世から現代に至るまで長きにわたって多数の傑作を生みだしています。特に13
世紀から16世紀の俗語文学は、イタリアのみならず広くヨーロッパ諸地域の文学作品に影響を及ぼ
しています。前期の講義では特に13世紀から14世紀の主要な詩人と作品を紹介しながら、イタリア
語とイタリア文学の歴史を概観します。

 [到達目標]
①イタリア語とイタリア文学についての基礎的な知識を身につける。 
②西洋文学の重要概念について理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。

初回：イントロダクション 

第2-14回：（1つの項目につき2・3回の授業）。 
・イタリア語（俗語）の成立について 
・イタリア文学の元祖、シチリア派の詩人たち 
・ダンテと『神曲』について 
・ペトラルカと『カンツォニエーレ』 
・ボッカッチョと『デカメロン』 

第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）出席確認をかねた質問票を数回配布する予定。 
期末のレポート（70％）。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

イタリア語学イタリア文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する作品を、積極的に読んでみてください。 

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



文献文化学系２４８

科目ナンバリング

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講義)
(Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村瀬　有司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  イタリア文学史

 [授業の概要・目的]
　イタリア文学は中世から現代に至るまで長きにわたって多数の傑作を生みだしています。特に13
世紀から16世紀の俗語文学は、イタリアのみならず広くヨーロッパ諸地域の文学作品に影響を及ぼ
しています。後期の講義では15-16世紀の主要な詩人と作品を紹介しながら、イタリア語とイタリ
ア文学の歴史を概観します。

 [到達目標]
①イタリア語とイタリア文学についての基礎的な知識を身につける。 
②西洋文学の重要概念について理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。

初回：イントロダクション

2回～14回：（1つの項目につき2・3回の授業）。
・人文主義について
・騎士物語（ボイアルドとアリオスト）
・言語論争 
・マキァベッリと『君主論』 
・インプレーザとメタファーについて 
・創作理論の探求（トルクァート・タッソの詩論） 

第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）出席確認をかねた質問票を数回配布する予定。 
期末のレポート（70％）。

イタリア語学イタリア文学(講義)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講義)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する作品や論考を、積極的に読んでみてください。 

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



文献文化学系２４９

科目ナンバリング 　U-LET22 23751 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村瀬　有司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（前期）

 [授業の概要・目的]
　20世紀のイタリアを概観したSimona Colarizziの“Storia del Novecento italiano”の第1章を精読しま
す。
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえに、
イタリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なり
ます。このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれる
はずです。
　本書の文章は明晰なイタリア語散文であり、これを精読することによって伊語テクストの読解力
を効率よく培うことができるでしょう。この読解力の養成が授業の主要な目的となります。　 
　

 [到達目標]
・平易なイタリア語文献を自力で読解できるようになること。
・イタリア現代史の基礎知識を習得すること。 

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。なおフィードバックについては学期末に指示を出す予定で
す。

初回（イントロダクション）
　授業の進め方、小テスト、評価方法について説明します。あわせて使用テクストと講読する章を
紹介します。また第一章の冒頭部分を実際に読みながらイタリア語の読解にあたって注意すべき点
を確認する予定です。

2回～14回
　必要に応じて文法事項を確認しながら読み進めます。文法の知識にしたがって正確に読解するこ
とを重視します。重要な専門用語や固有名詞については適宜説明を入れる予定です。

15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テストをもとに評価します。

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講読)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業です。原文にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだけでなく書かれてい
る内容を自分なりに把握するよう努めてください。授業終了後は、読み違えた箇所、文法知識の曖
昧なところを確認することが肝要です。また小テストでチェックされたところも見直しておきまし
ょう。

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



文献文化学系２５０

科目ナンバリング 　U-LET22 23751 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 村瀬　有司
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（後期）

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第6章<
La prima lotta fra papato e impero>を精読します。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なりま
す。このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるは
ずです。 
　また著者サルヴァトレッリの文章はオーソドックスなイタリア語散文であり、これを精読するこ
とで伊語テクストの読解力を効率よく身につけることができます。この読解力の養成が授業の主要
な目的となります。　 

 [到達目標]
・イタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。 
・イタリア史の基礎知識を習得すること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていきます。

初回（イントロダクション） 
　授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をします。あわせて後期の講読テクストについ
て簡単に説明をします。またテキストの冒頭部分を試しに読んでみる予定です。
 
2回～14回 （講読）
　文法の知識にしたがって正確にイタリア語を読み進めます。重要な文法事項についてはその都度
確認をします。また専門用語や固有名詞については適宜補足説明をする予定です。

15回（フィードバック）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テストをもとに評価します。

イタリア語学イタリア文学(講読)(2)へ続く↓↓↓



イタリア語学イタリア文学(講読)(2)

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業です。原文にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだけでなく書かれてい
る内容を自分なりに理解することを心がけてください。授業終了後は、読み違えた箇所、文法知識
の曖昧なところを確認することが重要です。また小テストでチェックされたところを見直しておき
ましょう。 

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



文献文化学系２５１

科目ナンバリング 　U-LET22 23751 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

神戸大学　　　　　　　　　
国際教育総合センター 教授 河合　成雄
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ルイージ・ピランデッロの代表的作品の抜粋の講読

 [授業の概要・目的]
2019年度は前後期一貫してピランデッロを読むが、特に前期は入門的な位置づけで、できるかぎり
多くの作品を概観する。
ピランデッロの作品に親しむとともに、文学史的に位置づけることも学ぶ。同時に、イタリア語の
基礎的な読解力を習得する。
 

 [到達目標]
授業時の読み物だけでなく、自主的に読解する力を養う。さらには、文学史的に作品を考察する力
を身につける。また、ピランデッロの全体像を把握できるようになる。

 [授業計画と内容]
ピランデッロの戯曲や長編の代表的作品の抜粋を読む一方で、短篇小説も一つ選び鑑賞する。
第1回～第3回：ピランデッロの作品の時代背景、文学史的な説明をしながら簡単なイタリア語の文
章を読む。 
第4回～第9回：ピランデッロの代表的作品『作者を探す6人の登場人物』『エンリーコ四世』など
を2週間に一遍ずつ選び、その抜粋を読む。
第11回～第14回：短篇小説を選び、1，2本を読み切る。
授業時に何を読むかは、参加者で選ぶ。　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50％（授業時の発表）、期末試験（筆記）50％
ただし、単位取得が必要な学生が5名以下の場合には、授業時の発表を重視する。

 [教科書]
適宜、プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず次回に読む部分については予習すること。詳細については授業時に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
少人数が予想されるので授業時間後に対応。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



文献文化学系２５２

科目ナンバリング 　U-LET22 23751 LJ36　

授業科目名
　<英訳>

イタリア語学イタリア文学(講読)
Italian Language and Literature (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

神戸大学　　　　　　　　　
国際教育総合センター 教授 河合　成雄
 文学研究科 確認用

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2019・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ルイージ・ピランデッロの劇中劇『各人各様に』を読む

 [授業の概要・目的]
前期に引き続きピランデッロの作品を読むが、後期では、一つの演劇作品に絞ることにより、より
深く原文を読み取る力を養う。

 [到達目標]
イタリア語の原文を正しく読み取るだけでなく、時代背景や著者の意図なども考えながら自力で読
解する力も養う。

 [授業計画と内容]
第1回　ピランデッロの劇中劇三部作についてのイントロダクション
第2回～第14回　『各人各様にCiascuno a suo modo』を精読する。その一方で、他の劇中劇も意識し
ながら、作品についてディスカッションを行う。
第15回　試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
原則として、期末試験（筆記）50％、平常点（授業内での発表および発言）50％で評価する。
極端に参加人数が少ない場合には筆記試験は実施せず、最終回では『各人各様に』とピランデッロ
について議論をすることにして、平常点のみでの評価とする。

 [教科書]
ピランデッロの『各人各様に』のテキストはコピーと電子版と両方を授業時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず次回に読む部分については予習すること。詳細については授業時に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
少人数が予想されるので授業時間後に対応

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。




