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日本文学科１年生 

平成３０年度開講演習仮シラバス 
 

※曜日・時限は予定ですので、変更になる場合があります。 

登録番号 応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

7611 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 土佐 秀里 火 2 2 

7612 （次年度）日本文学演習Ⅰ（共通１） 谷口 雅博 木 5 2 

7614 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 斎藤 菜穂子 火 1 3 

7618 （次年度）日本文学演習Ⅰ（夜１） 塚原 明弘 土 7 3 

7613 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 野中 哲照 木 2 4 

7616 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 岩崎 雅彦 木 3 4 

7615 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 岡田 哲 木 2 5 

7619 （次年度）日本文学演習Ⅰ（夜１） 上田 渡 月 6 6 

7617 （次年度）日本文学演習Ⅰ（昼１） 石川 則夫 火 2 6 

7658 （次年度）日本語学演習Ⅰ（昼１） 吉田 永弘 火 2 7 

7660 （次年度）日本語学演習Ⅰ（昼１） 久野 マリ子 火 4 7 

7659 （次年度）日本語学演習Ⅰ（昼１） 鶴橋 俊宏 金 3 8 

7661 （次年度）日本語学演習Ⅰ（昼１） 二戸 麻砂彦 金 3 8 

7669 （次年度）伝承文学演習Ⅰ（夜１） 花部 英雄 火 6 9 

7670 （次年度）伝承文学演習Ⅰ 内藤 浩誉 未定 未定 9 

7671 （次年度）伝承文学演習Ⅰ（共通１） 佐伯 和香子 金 5 10 

7672 （次年度）伝承文学演習Ⅰ（共通１) 小堀 光夫 土 2 10 

7685 （次年度）表現文化演習Ⅰ（昼１） 津島 知明 月 3 11 
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◎日本文学演習◎ 

上代文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】２ 

【教員名】土佐秀里 【登録番号】7611 

【テーマ】万葉びとの恋 

（演習内容） 万葉集には、「相聞」という部立があり、ここに多くの恋歌が集められてい

ますが、それだけではなく、「雑歌」や「挽歌」の中にもさまざまな恋愛感情あるいは愛情

が歌われています。漢詩が歌うことを好まなかった「恋愛」を、なぜか日本の歌は中心的な

テーマとしたのです。本演習は、そうした和歌文学の王道を行く「恋」という主題について、

万葉集全巻の歌を対象に、丁寧に考えてみようとするものです。 

 演習は、指示された担当箇所について調査・考察し、年二回、資料を作成して単独で発表

を行います。受講生は、発表に対して質疑応答を行い、考えを深めてゆくことが求められま

す。特別な予備知識は求めませんが、真面目に課題に取り組もうとする意欲を求めます。 

（評価方法） 「調べた努力の跡」と「深く考えた跡」があるかどうかを評価の基準としま

す。具体的には、発表資料の質、考察の深さ、新たな着眼点、発表の工夫などを総合的に評

価し、さらに質疑応答における演習への参加度や貢献も加味して評価します。向上心と好奇

心を高く評価します。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（共通１） 【開講学年】2 
【曜日】木 

【時限】5 

【教員名】谷口雅博 【登録番号】7612 

【テーマ】『古事記』の神話を読む 

（演習内容） 

『古事記』上巻に記された神話を対象とし、学生の発表を中心に据えて授業を行う。本文

の的確な読みを検討した上で、古代的な論理・信仰・習俗などを踏まえつつ、神話成立の背

景や各神話の持つ意味（本来の意味や作品内部における意味）を考え、新たな解釈を試みて

いく。 

 各自二回の発表を行う。一回目は写本・テキスト・注釈書類の調査を通して本文批判の徹

底、訓読・語釈の検討を行う。二回目は他の神話テキストとの比較、索引類を使っての用例

調査、先行研究の確認等を通して、神話内容について様々な角度から検討を加え、独自の見

解を導き出すことを目標とする。レポートの書き方を身につけるため、最終的には二回目の

発表内容をレポートにまとめてもらうことになる。 

（評価方法） 

発表資料・発表内容・質疑応答    50％ 

学年末リポート  50％ 
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中古文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】1 

【教員名】斎藤菜穂子 【登録番号】7614 

【テーマ】『蜻蛉日記』を読むー和歌と散文との関係を中心にー 

（演習内容） 

 女流日記文学の嚆矢である『蜻蛉日記』を冒頭から順に読み進める。 

 詠歌に自負するところのあった道綱母によって、どのように散文作品が形成されて行ったのか、そ

の道筋を追い、女流文学の成り立ちの動機や意義を考察する。冒頭部は、藤原兼家の求婚から結婚成

立、新婚期そして夫婦の危機が、和歌を軸にして描かれており、詠歌の変化をも捉えることになる。 

 授業はひとりずつの発表形式で行い、担当学生の発表に続いて討論となる。主体的な発言のない場

合は指名する。毎時間何か発言することになると考えて講義にのぞんでほしい。 

 なお、発表者は、担当時の２週間前にテーマの設定が妥当なものかどうか教員のもとに相談に来た

うえで、担当時の前週に発表資料を配布すること。全員それを読んでの予習が必要である。 

（評価方法） 

発表    ４０％ 発表資料・発表内容・質疑への応答等を評価する。 

参加態度・発言 ３０％ 全回数の３分の１以上の欠席は不可となる（遅刻３回で欠席１回の扱い）。 

レポート  ３０％ 発表時の質問に的確に答え、また論理的な考察になっているかを評価する。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（夜１） 【開講学年】2 
【曜日】土 

【時限】７ 

【教員名】塚原明弘 【登録番号】7618 

【テーマ】その後の中の品の女君―「蓬生」「関屋」― 

（演習内容） 

 受講者の発表と教員の講評により、『源氏物語』を読み進めていく。１人、年２回程度の発表を課

する予定。求める内容は、音読・現代語訳・解釈の問題点・鑑賞。高度でなくても、自分で感じ、

考え、調べたことを大切にしてほしい。 

今回の対象は、「蓬生」巻から「関屋」巻へ。中の品の女君たちの物語の後日談を読みすすめる。

「蓬生」巻は、末摘花について。光源氏離京中の落魄、権復帰後も忘れられた生活、そして再会が

描かれる。「関屋」巻は、空蝉について。逢坂の関での再会、歌の贈答、その後の身の上が述べられ

る。「空蝉」巻や「末摘花」巻の出会いの物語と対照させることによって、女君の哀切がより深く読

みとれる。点描される源氏の動向に、男たちの政治の世界を看取することもできる。貴種流離譚、

和歌、歴史や他作品との関わりなど、様々な視点から読みを深めて行きたい。 

講読演習を通じて、古典の読解力・分析力を磨きながら、ひとりの読書では味わえない醍醐味に

気づくはずである。 

（評価方法） 

発表・年末のレポートによる。年末のレポートは、発表で扱った内容を発展させてまとめるものと

する。 
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中世文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】木 

【時限】2 

【教員名】野中哲照 【登録番号】7613 

【テーマ】『承久記』を読む 

（演習内容） 

 承久合戦（承久の乱、1221年）と戊辰戦争（1868～69年）に挟まれた 600年余りの時代が本

格的な武士の時代、すなわち中世・近世である。『平家物語』が古代の終焉を写し取った物

語であるのに対して、『承久記』は中世の到来を語る歴史叙述である。そこには、尼将軍・

北条政子が大演説を行い、参戦を迷う武士たちの心を一つにまとめ、時代を突き動かしてい

った心躍る内容も含まれている。強き女性リーダーが、次の時代の方向性を定めていったの

である。『承久記』は、現代的な意義を帯びているということである。 

 演習では、『承久記』の慈光寺本・流布本・前田家本の比較検討を行う。それぞれ鎌倉期・

室町前期・室町後期のテクストだと考えられ、それらを比べ読みすることは、承久合戦に対

する歴史認識の変容を分析することになる。 

 神奈川県鎌倉市には、承久合戦の時代の史跡が多く残されているので（数か所の鎌倉幕府跡、

源実朝が公暁に暗殺された場所、北条政子が演説した場所など）、できればその巡検を行いたい。 

（評価方法） 

平常点（授業時のリポートや研究発表） 

定期試験は行わない。 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】木 

【時限】3 

【教員名】岩崎雅彦 【登録番号】7616 

【テーマ】御伽草子の研究 

（演習内容）御伽草子『松帆浦物語（まつほのうらものがたり）』を扱う。御伽草子は室町

時代から江戸時代前期にかけて製作された短篇の絵入りの読み物の総称である。 

 『松帆浦物語』は稚児物の御伽草子で、藤侍従と宰相の君の悲恋を描いた物語である。 

 授業は個人発表の形で、本文の校訂・語釈・現代語訳を行う。また以上とは別に、影印本

を用いて、写本を読解する能力を習得する。 

（評価方法）発表 50％、試験 50％。欠席は原則として認めない。筆記試験は影印の読解で、

前期と後期の最終授業時に行う。 
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近世文学 

 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】木 

【時限】2 

【教員名】岡田 哲 【登録番号】7615 

【テーマ】『おくのほそ道』を読む 

（演習内容） 

 松尾芭蕉『おくのほそ道』(刊行は芭蕉没後)の演習。元禄 2 年(1689)の奥州・北陸への約

150日の旅に基づいて執筆しているが、むしろ芭蕉の人生観・俳諧観・創作理念などを集約

した創作物と考えた方がよい。つまり全体の構成・逸話の組み立て・表現などで何度も推敲

を重ねて完成した文学作品である。400字詰め原稿用紙で 40枚にも満たない小品が、今も

多くの人を魅了しているのはなぜか。作品中の発句の評価も含めて、参加者でともに読み解

く時間としたい。 

（評価方法） 

個人の発表(複数回)を基本に、事前準備 30％、発表 50％、質疑応答 20％で評価する。無

断欠席は即不合格。 
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近代文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（夜１） 【開講学年】2 
【曜日】月 

【時限】6 

【教員名】上田 渡 【登録番号】7619 

【テーマ】明治後期から昭和前期までの幻想文学を読みながら、文学テクストの分析の

方法について学ぶ 

（演習内容） 

文学テクストの研究、分析をする場合の基本的な考え方、理論、技術について紹介、解

説をする。なぜこの時期の幻想文学を対象テクストにするのか、その理由は主として二

つある。第一に分析対象として比較的扱いやすいということ、第二には、近代文学研究

上最も重要な概念のひとつである「語り・語り手」について受講者が理解しやすいだろ

うことにある。さらにいえば、幻想文学は短編がほとんどで読みやすく、おもしろい。授

業は発表形式で行い、毎回担当学生の発表、討論という形で行う。発言のない場合は指

名する。取り扱う作品はある程度こちらで指定する。その中から選ぶことを原則とする。

昨年度の授業では泉鏡花、谷崎潤一郎、内田百閒、江戸川乱歩、夢野久作などの作家のも

のをとりあげた。 

（評価方法） 

リポート 70％ 発表 20％ 質問 10％ 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】2 

【教員名】石川則夫 【登録番号】7617 

【テーマ】近現代の小説表現の特質を考える 

（演習内容）日本近現代文学の小説における「語り」の方法を分析し、その機能について考

える。前期は１人称小説の特質に焦点をあてて、川端康成、太宰治などを例にして演習す

る。夏期休暇には後期に予定する３人称小説を精読してレポートを作成し、その中から候補

作を選択して演習する予定。森鷗外、夏目漱石、芥川龍之介、三島由紀夫などの作品になる

予定。 

（評価方法）前期レポート、夏期レポート、後期レポート。また、演習時の質疑応答と毎回

提出の質問票も加味して評価する。 
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◎日本語学演習◎ 
 

【科目名】日本語学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】２ 

【教員名】吉田永弘 【登録番号】7658 

【テーマ】上代日本語の研究 

（演習内容） 

万葉集を読み進めながら、上代日本語について学習する。はじめに担当教員が上代日本語

の文字・音韻・文法について簡単に説明する。その後、一首ずつ割り当て、発表形式で読ん

で訳してもらう。どう読めばよいのか、どう訳せばよいのか、たくさん調べて考えることに

なる。発表を経てさらに問題を追究し、レポートにまとめる。 

 以上の作業を通して、上代日本語の理解を深めつつ、日本語学の研究法を学ぶ。あわせ

て、発表する力・レポートを作成する力を養う。 

（評価方法） 

発表 50％、リポート 50％。 

 

 

【科目名】日本語学演習１（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】4 

【教員名】久野マリ子 【登録番号】7660 

【テーマ】現代日本語の話しことばを分析する  

（演習内容） 

様々な身の回りの現象を科学的に観察して、現代語の実態と変化の方向を探る。

各自がパワーポイントをつかって発表をする。  

作業としては、関東方言の自然談話を文字化して、音声的特徴や方言文法特徴や

フィラーなどの話しことばの中にある要素を見いだす。国際音声字母の使い方

を身につけ、方言談話の直訳から共通語と方言の差を見つける。同じ関東方言で

も現在の首都圏方言とは異なる体系を持っていることを理解する。  

（評価方法） 

平常点。 積極的な授業への参加態度と発表内容、学年末のレポートで評価する。 
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【科目名】日本語学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】金 

【時限】3 

【教員名】鶴橋俊宏 【登録番号】7659 

【テーマ】近代日本語の歴史 

（演習内容） 

中世（室町時代）、近世（江戸時代）の文献を読み、文法を中心に、そこに描かれているこ

とばを考察する。 

（評価方法） 

発表、レポート。授業への積極的な参加も評価する。 

 

 

【科目名】日本語学演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】金 

【時限】3 

【教員名】二戸 麻砂彦 【登録番号】7661 

【テーマ】日本語研究における情報機器の実践的活用 

（演習内容） 

書・紙・筆は日本語研究における三種の神器ともいえる媒体（メディア）である。音声

言語を対象とするフィールドワークでさえも、その記述段階においては同様であろう。こ

れら不動のスタンダードに対して、近年新たな媒体が出現した。パーソナル・コンピュー

タやインターネットに代表される、いわゆる情報機器およびそれを取り巻く環境である。

日本語研究についても、その急速な普及は従来からの方法論に加えるべき課題を投げかけ

ている。本演習では、これまで築き上げられてきた日本語研究の成果を踏まえながら、情

報機器や情報ネットワークを活用した日本語研究の現状と方法論を紹介しつつ、情報教室

において実践的な演習を展開する予定である。前期は近現代語を、後期は古典語を対象と

するが、日本語研究のみならず、日本文学研究にも資する内容を含むことになると予想さ

れる。おおまかな内容を掲げておく。 

1 音声言語と文字言語との役割 

2 なぜ媒体を必要とするのか 

3 電子的媒体の現状と将来 

4 古典語研究とパーソナル・コンピュータ 

5 ネットワークの歴史と現状 

6 文字コードの諸問題 

（評価方法） 

平常点40%：選択科目であるから、それぞれの積極的な意志のあらわれとして、参加態度

を評価の対象としたい。 

課題60％：授業計画内容の各章に沿って、その内容が理解できているかを問う課題設定を

する。前期３回、後期３回の予定。 

 



9 

 

 

◎伝承文学演習◎ 
 

【科目名】伝承文学演習Ⅰ（夜１） 【開講学年】2 
【曜日】火 

【時限】6 

【教員名】花部英雄 【登録番号】7669 

【テーマ】日本の伝承文学のうち昔話、伝説を学ぶ 

（講義内容） 

 前期は日本の昔話の概要を学ぶ。その知識に基づいてある話型を選び、その昔話の資料を

集めて分析を加え、結論を示した発表を行う。討議意見を参考にする。 

後期は日本の伝説の概要を学ぶ。その中から自分の好きな伝説を選び、夏休みにフィール

ドワークを行い、その成果を盛り込んだ発表を行う。討議意見を参考にする。 

（評価方法） 

 前・後期に発表を行った発表内容と、そのどちらかを選んでまとめたレポートを提出し、

両者を合わせて評価する。 

 

 

【科目名】伝承文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】未定 

【時限】未定 

【教員名】内藤浩誉 【登録番号】7670 

【テーマ】昔話研究史と研究法及び昔話の話型研究 

（演習内容） 

前期＝伝承文学の主たる研究法概観し、柳田國男・関敬吾・野村純一という先学の研究成果

を講義。受講生は五月の連休中に伝説地のフィールドワークを行って、その成果を発表す

る。夏休みの課題はフィールドワークによる聞き書き。 

後期＝受講生全員が昔話の話型研究を行い、発表する。その発表時のレジュメや内容につい

てアドバイスをする。また随時、外国昔話の受容と展開や近代文学と昔話についての講義を

行う。 

（評価方法） 

伝説調査発表 10％ 

夏休みフィールドワーク 20％ 

話型研究発表 10％ 

期末研究論文 40％ 

平常点 20％ 
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【科目名】伝承文学演習Ⅰ（共通１） 【開講学年】2 
【曜日】金 

【時限】5 

【教員名】佐伯和香子 【登録番号】7671 

【テーマ】昔話研究の方法 

（演習内容） 

昔話の研究史と研究方法を学ぶことを目的とする。発表者は、異類聟譚、異類女房譚、誕生

譚、運命と致富譚、隣の爺譚、継子譚、異郷譚、逃竄譚などの昔話から一つを選び、資料集

を用いてその分布を調べ、地域性や歴史的な展開を明らかにする。また、近代以前の文献や

外国の昔話との比較なども視野に入れることを目指す。各自が問題意識を持って参加する

ことが重要である。 

（評価方法） 

口頭発表・夏期課題・学年末レポートによって評価する。口頭発表と３分の２以上の出席は

必須であり、発表に関する討議への積極的な参加が求められる。 

 

 

【科目名】伝承文学演習Ⅰ（共通１） 【開講学年】2 
【曜日】土 

【時限】2 

【教員名】小堀光夫 【登録番号】7672 

【テーマ】伝説の研究史と研究法、フィールドワークを学ぶ。 

（演習内容） 

  本講座では、伝説の研究史、伝説を中心とした伝承文学の分析、比較等の研究法とフィー

ルドワークの実践を学ぶ事を目的とする。 

 伝説には、地名の由来を説く伝説や、地域に関係する人物等の伝説のように、そこに住む

人々の歴史意識との繋がりがみられるものがある。その一方で、似たような伝説が他の地域

にも存在し、また昔話や世間話として伝承されている場合もある。 

 前期は、伝説の研究史と研究法の講義の後、受講者の身近（実家や現在住んでいる地域

等）に伝承される地名の由来、地名にまつわる伝説について、その土地に住む人に実際に聞

き取り調査、フィールドワークを行い、調査で得た資料を基に地名の由来、伝説に関する分

析、比較等の研究成果を口頭発表する。 

 後期は、夏期休暇等に、桃太郎、浦島太郎、弘法大師、小野小町、西行等、人物に関する

伝説、世間話、昔話から一つテーマを決めて、自分で選んだ伝承地をフィールドワークし、

同じように口頭発表する。 

 前期、後期とも発表内容は、事典や辞書、概説書、ホームページなどの紹介といったもの

ではなく、実際に自分で聞き取り調査、フィールドワークを行った調査資料に基づき、自身

の問題意識や考えを明確に表したものが望ましい 

（評価方法） 

 前期、後期の二度の発表と発表資料、授業参加（授業時の質疑等の発言）、授業時の発表

をまとめた単位リポート（400字詰原稿用紙 10枚以上）によって評価する。 
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◎専攻外演習◎ 

表現文化演習 

【科目名】表現文化演習Ⅰ（昼１） 【開講学年】2 
【曜日】月 

【時限】3 

【教員名】津島知明 【登録番号】7685 

【テーマ】近・現代詩の鑑賞と創作 

（演習内容） 

一、近・現代詩の紹介および批評鑑賞 

二、詩の実作および発表 

三、発表された作品への感想・コメント 

 

以上を演習の柱とする。受講生には全員に詩の実作を課し、教室で発表（朗読）してもらう。

さらに互いにそれを批評し合う。時に不条理な批評に晒されることもあるが、それに耐え得

るだけの覚悟と、ポジティブな厚顔無恥が受講の条件。 

（評価方法） 

平常点。実作およびコメントなど、毎回の課題提出の内容を評価する。（未提出課題が３分

の１を超えると不可） 

 

 


