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日本文学科２・３年生 

平成３０年度開講演習仮シラバス 

【日本文学演習】 

※曜日・時限は予定ですので、変更になる場合があります。 

開講

学年 

登録 

番号 
応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

3・4 
7620 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）     

土佐 秀里 木 6 3 
7639 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）     

3・4 
7621 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）    

谷口 雅博 木 6 3 
7640 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）    

3・4 
7635 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）     

飯沼 清子 火 3 4 
7654 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）     

3・4 
7623 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）    

針本 正行 水 7 4 
7642 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）     

3・4 
7625 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）     

針本 正行 金 2 4 
7644 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）     

3（・4） 
7626 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）    

秋澤 亙 木 6 5 
7645 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）   

（3・）4 
7622 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜２）★     

秋澤 亙 木 7 5 
7641 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜２）★   

3・4 
7629 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）   

山田 利博 金 2 5 
7648 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１） 

3・4 
7627 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）     

野中 哲照 木 3 6 
7646 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）     

3・4 
7624 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）     

山岡 敬和 木 4 6 
7643 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）     

（3・）4 
7628 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）★   

山岡 敬和 木 6 7 
7647 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）★ 

3・4 
7631 （次年度）日本文学演習Ⅱ（共通１）    

岡田 哲 火 5 8 
7650 （次年度）日本文学演習Ⅲ（共通１）    

3・4 
7634 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）    

岡田 哲 水 1 8 
7653 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）    

3・4 
7637 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）    

岡崎 直也 月 4 9 
7656 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）    

3・4 
7636 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼２） 

岡崎 直也 水 2 10 
7655 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼２）  
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開講

学年 

登録 

番号 
応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

3・4 
7632 （次年度）日本文学演習Ⅱ（共通１）     

井上 明芳 金 5 10 
7651 （次年度）日本文学演習Ⅲ（共通１） 

（3・）4 
7638 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）★    

井上 明芳 金 6 11 
7657 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１）★    

3・4 
7630 （次年度）日本文学演習Ⅱ（昼１）  

鬼頭 七美 月 2 11 
7649 （次年度）日本文学演習Ⅲ（昼１）      

（3・）4 
7633 （次年度）日本文学演習Ⅱ（夜１）★     

石川 則夫 月 7 11 
7652 （次年度）日本文学演習Ⅲ（夜１） ★ 

 

※★印の科目は、原則として卒業論文を提出する 4 年生が履修することができる。 
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上代文学 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１） 【開講学年】3・4 
【曜日】木 

【時限】6 

【教員名】土佐秀里 【登録番号】7620／7639 

【テーマ】万葉びとの生活と感情 

（演習内容） 本演習は、万葉集全巻のすべての歌を対象にして、そこから読み取れる当時

の衣食住や労働・生産活動、恋愛・結婚・育児、生老病死のさまざまな局面など、貴族か庶

民かを問わず、当時の人々の生活や人生について深く掘り下げて考えようとするものです。

また、歌が人間の感情を表すものであることを重視し、そこに表れた喜怒哀楽さまざまな感

情についても考察を深めたいと考えています。 

具体的な研究テーマと対象とする歌については、受講生と相談しながら決めてゆきます。

単独発表で、年二回の発表を課します。なお、卒業論文で土佐を指導教員に選ぶ可能性があ

る人は、この演習を履修してください。 

（評価方法） 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。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１） 【開講学年】3・4 
【曜日】木 

【時限】6 

【教員名】谷口雅博 【登録番号】7621／7640 

【テーマ】上代の神話・説話を読む 

（演習内容） 

『古事記』（中・下巻）、「風土記」等に記載された神話・説話を対象とし、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

どの背景について考えつつ、新たな読みを模索していく。 

上代の文献には本文・訓読に問題のある箇所が多く、また解釈も定まっていない話が多い。

まずは本文批判を徹底し、その上で各神話・説話の検討を行う必要がある。従って、本文な

どを確定する一回目と、内容を検討する二回目とに分けて発表を義務付けることになる。 

（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Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】火 

【時限】3 

【教員名】飯沼清子 【登録番号】7635／7654 

【テーマ】『宇津保物語』「忠こそ」巻を読む 

（講義内容）「忠こそ」巻を対象とする。『宇津保物語』は『源氏物語』に先行する長編物語

であり、同作品に多大な影響、恩恵を与えたとされている。『源氏物語』研究の上からも本

書を検討、考察する意義は深い。 

 この巻は「橘千蔭・忠こそ」父子を中心に語られるが、そこには家の象徴ともいうべき家

宝（石帯）をめぐる人間の欲望や心の動きが描かれる。内容的には完結性をもった巻だが、

底流には家の継承・存続という問題がある。史的背景や漢文脈など表現の細部に注視しなが

ら、物語の面白みを探っていきたい。一人一人が発表する。 

（評価方法）事前準備 20％、発表 40％、質疑応答 20％、レポート 20％、無断欠席は厳禁。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１） 【開講学年】3・4 
【曜日】水 

【時限】7 

【教員名】針本正行 【登録番号】7623／7642 

【テーマ】古今和歌集と源氏物語を読む 

（演習内容） 

前期 『古今和歌集』四季の部立を対象として、勅撰和歌集の配列、歌言葉の表現の特徴、

四季の部立の主題などについて学生とともに考えてみたい。 

後期 『源氏物語』朝顔巻を対象として、朝顔斎院物語、源典侍物語、朝顔巻の主題などの

問題について学生とともに考えてみたい。 

なお、前期、後期ともに原典を読む基礎作業としての写本の翻刻をする。 

＊本演習は、卒業論文履修者推奨の講座である。 

（評価方法）発表内容（４０％）、写本の翻刻（２０％）、レポート（４０％）などの総合評

価による。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】金 

【時限】2 

【教員名】針本正行 【登録番号】7625／7644 

【テーマ】古今和歌集と源氏物語を読む 

（演習内容） 

前期 『古今和歌集』恋部三を対象として、勅撰和歌集の配列、歌言葉の表現の特徴、恋部

三の主題などについて学生とともに考えてみたい。 

後期 『源氏物語』少女巻を対象として、朝顔斎院物語、夕霧の元服、二条東院物語、少女

巻の主題などの問題について学生とともに考えてみたい。 

なお、前期、後期ともに原典を読む基礎作業としての写本の翻刻をする。 

（評価方法）発表内容（４０％）、写本の翻刻（２０％）、レポート（４０％）などの総合評

価による。 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１） 【開講学年】3(・4) 
【曜日】木 

【時限】6 

【教員名】秋澤 亙 【登録番号】7626／7645 

【テーマ】『源氏物語』松風巻を読む 

（演習内容） 

本講座では『源氏物語』松風巻（第十八巻目）の輪読を行う。原則として 3 年生を対象と

している。定評ある注釈書を見合わせ、注釈間の相互の違いがどこから出てくるのかを、深

く掘り下げながら分析を施す。スペースの限界の中で付される注釈書には、微細な表現の中

に重大な問題を潜在させている可能性が高く、その込められた意味を積極的に発掘し、確実

な読みにまで分け入ってゆきたい。「知る」ということの奥行きの深さを実感してもらえれ

ば幸いである。 

（評価方法） 

参加態度と発表 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜２）★ 【開講学年】(3・)4 
【曜日】木 

【時限】7 

【教員名】秋澤 亙 【登録番号】7622／7641 

【テーマ】研究発表の方法 

（演習内容） 

本講座は原則として秋澤へ卒業論文を提出予定の 4 年生が対象。卒業論文の対象を素材と

して研究発表を行い、論文化への方法や要領を学ぶ。 

（評価方法） 

参加態度と発表 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】金 

【時限】2 

【教員名】山田 利博 【登録番号】7629／7648 

【テーマ】『源氏物語』梅枝巻を読む 

（演習内容） 

『源氏物語』梅枝巻は、光源氏の一人娘・明石姫君が入内する巻で、光源氏は嫁入り道具

として、練り香・書等を持たせる。それらを詳細に読解することにより、平安時代の美意識

（常識）を知ると共に、卒論等を睨み、物語読解の方法を学ぶことを目的とする。 

 テキストは基本活字本とするが、合わせて当該箇所の写本も見ることにより、写本を読む

練習もしたいと思う。 

（評価方法）（前・後期とも） 

平常点評価／発表（資料、発表内容）４０％、授業中の質問・発言等２０％ 

レポート４０％（自分が発表した箇所をもとにして構わない） 

 

 



6 

中世文学 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】木 

【時限】3 

【教員名】野中哲照 【登録番号】7627／7646 

【テーマ】『平家物語』一の谷合戦譚を読む 

（演習内容） 

 『平家物語』後半部には、いわゆる源平三大合戦（一の谷合戦、屋島合戦、壇の浦合戦）が含

まれている。その中でも最大の山場は一の谷合戦だとされている。『平家物語』巻 9 の一の

谷合戦譚には、潔く死に急ぐ若武者、卑怯にも逃げようとする武士、姑息なだまし討ちをす

る者……さまざまな人間模様が描かれている。『平家物語』の死生観・人間観を窺い知るこ

とのできる部分である。 

 演習では、『平家物語』の延慶本・中院本・覚一本の比較検討を行う。それらを比べ読み

することによって、源平合戦に対する歴史認識の変容を分析することになる。『平家物語』

諸本の振れ幅は大きく、それを検討することは当時の歴史認識の幅を知ることにつながる。 

 一の谷合戦の舞台である神戸市は遠隔地であるので巡検が実現するかどうかは不透明だ

が、『平家物語』関係の史跡が多く存在するので、できればその巡検を行いたい。 

 野中の卒業論文履修希望者は、この演習の履修を推奨する。 

（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Ⅱ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】木 

【時限】4 

【教員名】山岡敬和 【登録番号】7624／7643 

【テーマ】『宇治拾遺物語』の面白さを味わう 

（演習内容） 

『宇治拾遺物語』は全体で１９７話の説話を集めた作品である。著名な「こぶ取

りじいさん」や「腰折れ雀」の昔話、人を騙す僧や童子たちの笑い話、戻ってく

る死体の話や死体が塵となるホラー話、そして安倍晴明や小野篁の話など平安

時代の著名な人物が登場する話、さらには涙とともに仏道を追求する感動的な

話など、天皇・貴族・庶民・僧侶と様々な階層の人々が登場して、多種多様な世

界を繰り広げる。  

 この『宇治拾遺物語』の中から、各自説話を１話ずつ選び、その説話が有する

問題点を自らが設定して、その答えに向かって調査・考察を進め、その結果を発

表するという形で行う演習である。その作業を通して、 ”なぜ“と問いかける姿

勢を体得することを目的とする。  

 発表は前期・後期と２回行う。 

（評価方法） 

２回の演習の発表内容で決める。 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ（夜１）★ 【開講学年】(3・)4 
【曜日】木 

【時限】6 

【教員名】山岡敬和 【登録番号】7628／7647 

【テーマ】卒業論文演習 

（演習内容） 

私に卒論の指導を受けている 4 年生だけが受講できる演習である。 

演習は、各自の卒論について順番に発表する形で行う。 

（評価方法） 

発表内容により、評価する。 
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近世文学 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（共通１） 【開講学年】3・4 
【曜日】火 

【時限】5 

【教員名】岡田 哲 【登録番号】7631／7650 

【テーマ】『雨月物語』を読む 

（演習内容） 

（講義内容）『雨月物語』は９編の中編からなる作品である。一般には妖怪・幽霊が登場す

る怪異譚として知られるが、具体的に作品本文を読んだ経験者は少ないようである。その原

因のひとつは「読本」というジャンルに入っているように、かなりの知識層を読者に想定し

て書かれた作品であるということ。したがって、漢語を多用したり中国種を流用したりし

て、いかにも生硬なとっつきづらいようにみえる。また近代小説の視点からの論評が多々目

立つことも、難解にみえる要因である。秋成は俳諧も嗜んでおり、生真面目ばかりでもな

い。それらに気がつけば、意外に理解しやすい文章や構成であることがわかるだろう。本物

の『雨月物語』を試したい方は受講されたい。 

（評価方法） 

研究発表（複数回）を基本にするが、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。 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】水 

【時限】1 

【教員名】岡田 哲 【登録番号】7634／7653 

【テーマ】黄表紙をくずし字で読む－『金々先生栄花夢』『文武二道万石通』他－ 

（演習内容） 

黄表紙は草双紙の一種で、大人向きの絵本である。安永４年（1775）に江戸で出版され

た『金々先生栄花』を初めとする。絵の余白に平仮名中心の簡単な物語が書かれており、笑

いや諷刺が折り込まれている。現代人も気楽に読むことができるが、実は当時の江戸という

都市の人々の生活・行事・事件・流行語や、地理・地形に至るまで、その実態を知らなけれ

ば、面白さは半減してしまう。いわば黄表紙は、作品を通して見る江戸という都市空間なの

である。本演習は、影印本を用いて、当時の表記形態（くずし字）を読む勉強も兼ねる。 

（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 30％で評価。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Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】月 

【時限】4 

【教員名】岡崎 直也 【登録番号】7637／7656 

【テーマ】堀 辰雄の文学 

（演習内容） 

堀辰雄は、非人称の客観的視点で各作中人物の深層心理を明晰に分析する「聖家族」で主

語なし日本語構文の特徴を生かし、固定するはずの視点を〈婉曲表現〉の多用で各作中人物

の傍らに寄り添わせつつ経験の切実さを掬い上げた。 

しかし堀は、叙述による小説の全知的な統御への不信から『美しい村』『風立ちぬ』にお

いて、小説を書く行為自体を一人称で小説に書く、いわゆる〈小説の小説〉の試みを繰り返

す。主人公〈私〉の生が、同一人物である小説家〈私〉によって表現され、また逆に、その

小説家〈私〉の創作行為が同一人物である主人公〈私〉によって生きられる、といった互い

を問い直す円環を仕組み、小説家が向き合う現実と、それから創りあげようとする世界との

相剋を丹念に追究したのであった。 

その後、多人物が交渉する〈ロマン〉を書くべく堀は「菜穂子」で非人称の客観的視点を

再び採用するが、心理分析を排し、場面ごとに異なる作中人物に寄り添った心理や無意識の

描写と、汎神論的な自然描写とによって、叙述の全知的な統御を慎重に避ける。モダニズム

文学の推進者であった堀は、一方で古人の生活に学びながら王朝小説を書きつぎ、自然描写

と照応する身体感覚によって〈生〉を実感する「曠野」を執筆した。主人公の女の心理は、

叙述による断定とそこから幽かに逸れる内心の吐露とのあいだを揺らぐままに提示されて

いる。 

作品ごとに発表グループを作り、本文批評・注釈・研究史・鑑賞などの整理をもとに順次

発表させ、提起された問題点について教員・学生相互の活発な質疑応答を図りたい。 

（評価方法）平常点 60％〔発表・授業時小レポート・質疑応答〕、単位レポート 40％ 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼２） 【開講学年】3・4 
【曜日】水 

【時限】2 

【教員名】岡崎 直也 【登録番号】7636／7655 

【テーマ】二葉亭四迷『浮雲』を読む 

（演習内容） 

 近代日本文学の成立期における記念碑的作品『浮雲』の精読によって、小説の方法を追究

しつつ鑑賞を深める。｢小説総論｣を踏まえた心理的リアリズムの可能性を検討し、俗語によ

る言文一致体の試みの意義を問う。さらには、作中人物との距離をもつ〈叙述の視点〉の自

覚と、その溶解とを見据えながら文学的近代の基盤を問い直すものとする。 

 各回に発表グループを作り、本文批評・注釈・研究史・鑑賞などの整理をもとに順次発表

させ、提起された問題点について教員・学生相互の活発な質疑応答を図りたい。 

 明治中期文学の様々な表現の特質と可能性とについて考察する。あわせて、近・現代文学

の研究方法を、演習発表の実践のなかで習得する。 

（評価方法） 

平常点 60％〔発表・授業時小レポート・質疑応答〕、単位レポート 40％ 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（共通１） 【開講学年】3・4 
【曜日】金 

【時限】5 

【教員名】井上明芳 【登録番号】7632／7651 

【テーマ】横光利一・森敦研究 

（演習内容）新感覚派の旗手として記憶される横光利一は、新しい表現を追究し

た作家である。また森敦はその才能を横光に見出された作家である。そこで本演

習では、前期に森敦「月山」を取り上げ、生成論的な視点を加えて構造的に徹底

した読解を試みる。後期は横光文学の表現を構造的に分析することを目的とす

る。具体的には「上海」「紋章」「家族会議」「夜の靴」など、中編を中心に扱

う。前期は「月山」のみを扱い、発表してもらう。後期は横光作品をそれぞれ数

回取り上げ、グループ発表してもらう。発表は先行研究を紹介し、研究史を概括

した上で、独自の見解を提示する。その発表内容をめぐって質疑応答を行う。  

（評価方法） 

演習発表（資料内容・口頭発表の内容・姿勢等）４０％ リポート（前期２５％後期２５％）

５０％ 参加態度など１０％ 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１）★ 【開講学年】(3・)4 
【曜日】金 

【時限】6 

【教員名】井上明芳 【登録番号】7638／7657 

【テーマ】卒業論文作成のための日本近現代文学研究 

（演習内容） 

＊本演習は、井上に卒業論文を提出者が原則受講する。そのため、それ以外の者も受入れ

るが、内容は卒業論文制作と同等のことをやってもらうことになる。 

 

本演習は、受講者が卒業論文で取り上げる作家とその作品について、精緻に発表

することを目的とする。受講者は、各々の作品について、先行研究をしっかりと

踏まえ、独自の解釈を論理的に組み立てて発表する。そしてその後の質疑応答を

取り入れて、最終的には卒業論文の完成を目指す。  

（評価方法） 

前期発表３０％ 先行研究リポート２０％ 後期発表３０％ 課題・提出物２０％（卒論非

履修者も同様）。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（昼１） 【開講学年】3・4 
【曜日】月 

【時限】2 

【教員名】鬼頭七美 【登録番号】7630／7649 

【テーマ】自然主義を考える 

（演習内容） 

 明治時代の文学世界を彩った自然主義はその後の日本近代文学の流れを規定していくよ

うな要素があった。この自然主義について、永井荷風「地獄の花」や田山花袋「田舎教師」

などの前期自然主義から、田山花袋「蒲団」へと至る流れを追っていき、二葉亭四迷や谷崎

潤一郎による自然主義批判へと至る過程を押さえつつ、捉え返していきたい。短編の場合に

は１作品を１人の受講者が担当、中編の場合は、１作品を複数の受講者が分割して担当し、

作品の読解を試み発表してもらう予定である。 

（評価方法） 

演習発表、授業中の発言（回数、内容など）、期末レポートなどにより、総合的に判断する。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ（夜１）★ 【開講学年】(3・)4 
【曜日】月 

【時限】7 

【教員名】石川則夫 【登録番号】7633／7652 

【テーマ】卒業論文へ向けての研究過程の発表 

（演習内容）原則として石川則夫を指導教員とする卒業論文履修者（４年生）を対象とす

る。前期は各自の対象作品における先行研究論文の紹介と批判検討を発表し、夏期休暇中に

「先行研究史」の執筆、提出。後期は、本論の途中経過報告を発表してもらう。 

（評価方法）前期発表を踏まえて作成する「先行研究史」。後期の卒論作成、提出を踏まえ

て後期末に卒論提出後の課題点をレポートとして提出してもらう。当然であるが、本演習の

評価と卒論評価は別である。 

 


