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日本文学科１年生 

平成３１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。 

応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

日本文学演習Ⅰ 谷口 雅博 火 1 2 

日本文学演習Ⅰ 土佐 秀里 火 4 2 

日本文学演習Ⅰ 斎藤 菜穂子 火 1 3 

日本文学演習Ⅰ 塚原 明弘 土 7 4 

日本文学演習Ⅰ 野中 哲照 木 2 5 

日本文学演習Ⅰ 岩崎 雅彦 木 3 5 

日本文学演習Ⅰ 岡田 哲 木 2 6 

日本文学演習Ⅰ 上田 渡 月 6 7 

日本文学演習Ⅰ 石川 則夫 火 2 7 

日本語学演習Ⅰ 吉田 永弘 火 2 8 

日本語学演習Ⅰ 三井 はるみ 木 4 8 

日本語学演習Ⅰ 鶴橋 俊宏 金 3 9 

日本語学演習Ⅰ 二戸 麻砂彦 金 3 9 

伝承文学演習Ⅰ 花部 英雄 火 6 10 

伝承文学演習Ⅰ 内藤 浩誉 木 3 10 

伝承文学演習Ⅰ 佐伯 和香子 金 6 11 

伝承文学演習Ⅰ 小堀 光夫 土 2 11 

表現文化演習Ⅰ 津島 知明 月 3 12 
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◎日本文学演習◎ 

上代文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】火曜 

【時限】１限 

【教員名】谷口雅博 

【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％ 

 

【科目名】日本文学演習１ 【開講学年】2 
【曜日】火曜 

【時限】４限 

【教員名】土佐秀里 

【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。 
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中古文学 

【科目名】日本文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】火曜 

【時限】１限 

【教員名】斎藤菜穂子 

【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へと、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。 

 レポート・論文のテーマの設定の仕方や書き方についても指導する。 

（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。 

出席・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。 
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【科目名】日本文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】土曜 

【時限】７限 

【教員名】 塚原明弘 

【テーマ】帰京後の光源氏 

（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、「関屋」巻から「絵合」巻へ。光源氏中央政界復帰後の物語を読みすすめる。

「関屋」巻は、空蝉の後日談。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。

出会いの物語（「空蝉」）との対照によって浮上する表現性があろう。「絵合」巻では、冷泉

帝御前の絵合が描かれる。光源氏は、斎宮女御（六条御息所の娘）の後見を通じて、後宮で

の地歩を固めてゆく。平安朝の女性の生き方、男たちの政治のあり方を考える端緒がつかめ

よう。和歌や歴史、民俗との関わりなど、多様な視点から読みを深めて行きたい。 

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） 

出席・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 【開講学年】2 
【曜日】木曜 

【時限】２限 

【教員名】野中哲照 

【テーマ】『平家物語』屋島合戦譚・壇の浦合戦譚を読む 

（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

まれています。その中でも、有名な「那須与一」（扇の的）を含む屋島合戦譚、平家滅亡を語

る壇の浦合戦譚を読みます。『平家物語』の山場です。 

 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います。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ります。『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うねりを知ること

につながります。 

（評価方法） 

平常点（出席点、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 【開講学年】2 
【曜日】木曜 

【時限】３限 

【教員名】岩崎雅彦 

【テーマ】御伽草子の研究 

（演習内容）御伽草子『きまん国物語』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。 

 『きまん国物語』は異国物の御伽草子で、遠藤左衛門という男が船旅の途中、きまん国に

漂着し、鬼の八面大王と色々な技比べをして勝つという物語である。 

 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 【開講学年】2 
【曜日】木曜 

【時限】２限 

【教員名】岡田 哲 

【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。近世で卒業論文を書きたい人は履修してください。 

 

 

 

 

（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 【開講学年】2 
【曜日】月曜 

【時限】６限 

【教員名】上田 渡 

【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 【開講学年】2 
【曜日】火曜 

【時限】２限 

【教員名】石川則夫 

【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、夏目漱石、川端康成、太宰治の諸作品から

選択して演習する。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、泉鏡花、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 【開講学年】2 
【曜日】火曜 

【時限】２限 

【教員名】吉田永弘 

【テーマ】上代日本語の研究 

（演習内容） 

この演習では、万葉集を読み進めながら、日本語学的な調査と分析の方法を身につけるこ

とを目的とする。 

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した後、一首ずつ割り当て

るので、自らの担当歌について、どう読めばよいのか、どう訳せばよいのか、調べて考えて

資料にまとめて発表する。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Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】木曜 

【時限】４限 

【教員名】三井 はるみ 

【テーマ】社会言語学演習 

（演習内容） 

 身近なことばのさまざまな違いを社会言語学的な観点から考察できるようになることを

目的とする。私たちは、ことばをさまざまな要因で使い分けている。日本語か英語かといっ

た言語の選択はもちろんのこと、一言語の中でも、性別、地域、年齢などといった個人の属

性によってことばが違うこともあれば、相手が誰かによって使うことばが変わることもあ

る。また、友達との会話に限っても、おしゃべりか授業での発表かなど、場面によって使い

分けられることも多い。この授業では、言語を、人の属性や使われる状況、社会などと関連

させて捉える社会言語学について、テキストの購読と演習を通して学んでいく。前期は、基

礎的な知識を身につけるために、テキストの内容を受講者各自がまとめて報告し、質疑・討

論を行う。後期は、課題に基づいて各自が調査を行い発表する。 

テキストとして、上野智子ほか編（2005）『ケーススタディ 日本語のバラエティ』（おう

ふう）を使用する。 

（評価方法） 

 発表内容とレポートによって評価する。発表は前後期各 1 回担当し、それぞれについて

レポートを提出する。 
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【科目名】日本語学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】金曜 

【時限】３限 

【教員名】鶴橋俊宏 

【テーマ】江戸語と国語史 

（演習内容） 

戯作資料により近世後期江戸語を、文法を中心に観察する。 

 

（評価方法） 

授業時口頭発表、単位レポート 

 

 

 

【科目名】日本語学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】金曜 

【時限】３限 

【教員名】二戸 麻砂彦 

【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） 

出席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、授業時の取

り組み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。 
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◎伝承文学演習◎ 

【科目名】伝承文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】木曜 

【時限】６限 

【教員名】花部英雄 

【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】木曜 

【時限】３限 

【教員名】内藤 浩誉 

【テーマ】日本の口承文芸（伝説） 

（演習内容） 

『日本伝説大系』を教材に、受講者は、各自が一つずつ担当した話型（テーマ）について調

査・考察した内容を発表する。 

発表前の約 10回ほどは、講師から、伝承文学研究の内容や方法についての概説を行う。 

発表者は、事前の準備として、配布資料の作成が必須。 

聴講者も、質疑応答での積極性が問われる。 

発表内容の理解を相互に深められるか、が毎回重視される授業となる。 

 

 

（評価方法） 

 レポート、平常点（コメントペーパー、授業参加の積極性など） 
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【科目名】伝承文学演習Ⅰ 【開講学年】2 
【曜日】金曜 

【時限】６限 

【教員名】佐伯 和香子  

【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、逃竄譚などの本格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・出席・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 【開講学年】2 
【曜日】土曜 

【時限】２限 

【教員名】小堀光夫 

【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 【開講学年】2 
【曜日】月曜 

【時限】３限 

【教員名】津島知明 

【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） 

 

 

 

 


