
1 

日本文学科 現２・３年生 

令和２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 
応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

谷口 雅博 火 ６ ３ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

多田 元 月 ６ ３ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

飯沼 清子 火 ３ ４ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

針本 正行 金 ２ ４ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

山田 利博 金 ２ ５ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

太田 敦子 木 ６ ５ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

塚原 明弘 土 ６ ６ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

山岡 敬和 木 ４ ７ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

山岡 敬和 木 ６ ７ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ★ 

野中 哲照 金 ３ ８ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ★ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

岡田 哲 火 ５ ９ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

中村 正明 火 ４ ９ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

中村 正明 木 ６ １０ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

岡崎 直也 月 ４ １１ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ★ 

石川 則夫 月 ３ １１ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ★ 
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開講

学年 
応募科目名 担当者 曜日 時限 ページ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

井上 明芳 金 ５ １２ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ★ 

井上 明芳 金 ６ １２ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ★ 

3・4 
(次年度)日本文学演習Ⅱ 

鬼頭 七美 月 ２ １３ 
(次年度)日本文学演習Ⅲ 

※★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 【開講学年】3・4 年 
【曜日】火曜 

【時限】6 限 

【教員名】谷口 雅博 【登録番号】0000 

【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    70％ 

学年末リポート  30％ 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】月曜 

【時限】6 限 

【教員名】多田 元 【登録番号】0000 

【テーマ】万葉歌の分析方法論の修得 

國學院の研究法の特色としての、芳賀矢一以来の武田祐吉による文献学的方法、折口信夫に

よる民俗学的方法に重きを置いて進める。 

（演習内容） 

万葉集（２０巻）の歌を対象とする演習。 

文芸研究の出発点としては、研究対象・テキストの確立が必要である。文献学的方法による

本文検討・訓詁註釈の研究史整理を第１回発表として行う。そこから各自自由に問題点を見

つけ出し、文化論的分析（民俗学的方法など）に進む（第２回発表）。 

２回の発表を通して、問題意識の明確化・証明の客観化の操作手順を身に付けるのが目的で

ある。 

 

 

（評価方法） 

２回の発表資料、発表手順、質疑応答（発表者だけでなく、演習参加の全員の評価）４０％。

レポート（２回目発表を整理まとめたもの）６０％。 
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【中古文学】 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】火曜 

【時限】3限 

【教員名】飯沼 清子 【登録番号】0000 

【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 【開講学年】3・4 年 
【曜日】金曜 

【時限】2 限 

【教員名】針本 正行 【登録番号】0000 

【テーマ】『古今和歌集』恋歌及び『源氏物語』「橋姫」巻を読む 

（演習内容） 

『古今和歌集』恋一の部立の和歌表現、『源氏物語』「橋姫」巻の物語表現を対象として読む

ことにより、仮名文学における表現の特徴や内実について明らかにしていたい。勅撰和歌集

の表現と主題、源氏物語宇治十帖の世界にぜひ触れてほしい。 

なお、本演習では、古典文学及び古典文学研究の基礎知識の学習や古筆の翻字の習得など

も目的の一つとしているので、架蔵の古筆も随時、紹介していきたい。 

 

＊卒業論文履修者は、本演習を履修することが望ましい。 

 

（評価方法） 

発表（内容、資料）、レポート内容、古写本の翻字の習熟度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 【開講学年】3・4 年 
【曜日】金曜 

【時限】2 限 

【教員名】山田 利博 【登録番号】0000 

【テーマ】『源氏物語』桐壺巻を読む 

（演習内容） 

 桐壺巻は言うまでもなく『源氏物語』最初の巻である。ということで今年度は、「『源

氏物語』は如何に始まるか」をテーマに演習をしたい。そこには『源氏物語』は何故これ

ほどまでに有名な物語になり得たかとか、少なくとも第一部の終わりまで見通した「伏線」

の存在とか、光源氏の行動原理とか、様々な「問題」がある。それらを見つけ、読み解く

力をつけることが本演習の「ねらい」である。 

山田研究室で卒論を書こうと思っている者は、履修するのが望ましい。 

 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

む練習もする。 

 

 

（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） 

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】木曜 

【時限】6 限 

【教員名】太田 敦子 【登録番号】0000 

【テーマ】『源氏物語』「若菜上」巻を読む 

（演習内容） 

『源氏物語』「若菜上」巻を対象とし、学生による発表および質疑応答を中心とした授業を

行う。「若菜上」巻は、『源氏物語』第二部世界の巻頭を飾り、「藤裏葉」巻で到達した光源

氏世界の栄華に新たな問いかけをする巻といえる。そのような「若菜上」巻の輪読 

を通じ、『源氏物語』全体の理解を目指していく。 

 

（評価方法） 

発表（内容・資料）・授業時での質問・発言等・レポート（発表内容を発展させたもの）を

総合的に評価する。 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】土曜 

【時限】6 限 

【教員名】塚原 明弘 【登録番号】0000 

【テーマ】葵の上の死、若紫の新枕―「葵」巻後半― 

（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

発表を課す予定。求める内容は、音読・現代語訳・解釈の問題点・研究鑑賞。自分で感じ、

考え、調べたことを出発点にして、作品を深く味わい洞察する力を身につけてほしい。 

今回の対象は、「葵」巻の後半。夕霧の誕生、葵の上の死去、光源氏と紫の上の結婚。そ

こに、六条御息所の物語が底流する。出産、出生、葬送、結婚という、儀礼を伴う出来事が、

立て続けに描かれる。儀式や歴史、民俗との関わりなど、問題意識の広がりによって、生と

死、男と女という物語の諸相を見つめ尽くすことができる。多様な視点から読みを深めて行

きたい。 

ここでの分析や議論が、受講者の読みを鍛え、論理力や表現力が涵養されることを目標と

したい。 

 

 

（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Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】木曜 

【時限】4 限 

【教員名】山岡 敬和 【登録番号】0000 

【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。 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】木曜 

【時限】6 限 

【教員名】山岡 敬和 【登録番号】0000 

【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、及び卒論指導を希望する３年生が受講できる演習

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

【時限】3 限 

【教員名】野中 哲照 【登録番号】0000 

【テーマ】『平家物語』灌頂巻（かんじょうのまき）の特立（とくりつ）について考える 

（演習内容） 

 『平家物語』には、12 巻系統と 13 巻系統があります。図書館や書店で見かけられる一般

的な『平家物語』は 13 巻系統で、その第 13 巻を「灌頂巻」と言います。そこに書かれて

ある内容は、建礼門院（平徳子。清盛の娘）の物語です。平家一門が壇の浦（下関市）で滅亡し

たあとも彼女は生き残り、平家一門の供養をしながら余生を過ごします。12 巻系統の伝本

では、建礼門院の物語が第 11 巻・第 12 巻に分散されて編年的に収められているのに対し

て、13 巻本系統の伝本では、彼女の物語が一括されて最終巻に送られています。これは『平

家物語』全体の構想に関わる重要な相違ですし、いくさの世界での〝女の物語〟のありよう

を考える材料でもあります。それらをみんなで分析しましょう。 

 原則として野中哲照を指導教員とする卒業論文履修者（４年生）を対象とし、人数に余裕

のある範囲で 3 年生を受け入れます。 

 

（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。 
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【近世文学】 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】火曜 

【時限】5 限 

【教員名】岡田 哲 【登録番号】0000 

【テーマ】『雨月物語』を読む 

（演習内容） 

 『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 1 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生硬な文章

となっている。しかし、それに幻惑されずに全体の説話的構成に留意すれば、例えば一人の

女性が幽霊となるしか方法がなかった道筋などが読者の心を打つ作品である。本物の『雨月

物語』を試したい方は受講されたし。 

テキストは文庫本を使用予定。なお演習は発表者だけではなく、参加した全員によってよ

りよい読解にしていくものである。無断欠席は厳禁。 

 

（評価方法） 

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

 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】火曜 

【時限】4 限 

【教員名】中村 正明 【登録番号】0000 

【テーマ】洒落本を読み解く ―江戸の遊廓文化と文学― 

（演習内容） 

洒落本は、江戸時代中期から後期にかけて刊行された江戸戯作の一ジャンルで、遊廓を

中心とした世相風俗を描く、通人性に満ちた読み物である。その当世風俗・文化への「う

がち」はきわめて写実的かつ滑稽で、江戸独自の遊廓文化と江戸の人々をいきいきと描き

出すものである。 

本演習では、そうした江戸の時代層を読解するだけでなく、近世的文学表現を把握・考

察することにも重点を置きたい。そのことが洒落本の理解のみならず、深く江戸文学理解

へと繋がることにもなるだろう。 

会話体洒落本の先駆けである田舎老人多田爺作『遊子方言』（明和七年刊）ほか、代表的

な洒落本作品を数作品読むことになるので、しっかり読み込んで授業に取り組むこと。 

近世文学（江戸後期文学など）で卒業論文を執筆する学生、執筆しようと考えている学

生は、特に本演習を履修するようにして下さい。 

 

（評価方法） 

演習発表 60％、授業参加（質疑応答）30％、レポート 10％。 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】木曜 

【時限】6 限 

【教員名】中村 正明 【登録番号】0000 

【テーマ】近代文学成立期の文学を読む ―毒婦小説『
「

鳥追阿松海上新話
とりおひおまつかいじやうしんわ

』― 

（演習内容） 

本演習で扱う近代文学成立期というのは、明治初年代から十年代を指す。西洋の文学理念

に基づく近代文学の出発点と称される坪内逍遥『小説神髄』（明治十八年刊）に先立つ時代

であり、近世文学から近代文学へと移行する端境期に当たるこの時期の文学は、政治の鳴動

と社会・文化・思想の劇的変化を直接的に反映するものが多いと言えよう。 

本演習では、明治初期のピカレスクロマンの先駆けともいうべき毒婦もの、久保田彦作

『鳥追阿松海上新話』（明治十一年刊）を読むことにしたい。本作は、仮名垣魯文が主幹で

あった小新聞『仮名読新聞（かなよみ）』の雑報記事をもとに文芸化された作品である。実

在した鳥追お松という女性が、美貌を武器にして次々と男性を騙して逮捕された事件を題

材にした実録的毒婦小説である。そこに見られる明治開化期の人間像や新時代の文化風俗

が、文学作品としてどう描出されているか、丹念に拾い出して読解することを主眼とした

い。現代の犯罪ルポルタージュやピカレスクロマン（悪漢小説）に興味のある学生は、その

淵源をここに探ることも可能であろう。 

大局的には、こうした明治初期の新時代文学への胎動を、各受講者が自ら捉え考えていく

ことにあるだろう。作品をしっかり読み込んで授業に臨んでほしい。 

明治初期文学で卒業論文を執筆する学生、執筆しようと考えている学生は、特に本演習を

履修するようにして下さい。 

（評価方法） 

演習発表 60％、授業参加（質疑応答）30％、レポート 10％。 
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【近代文学】 

【科目名】 日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】 月曜 

【時限】 4 限 

【教員名】 岡崎 直也 【登録番号】0000 

【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％ 

 

【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】月曜 

【時限】3 限 

【教員名】石川 則夫 【登録番号】0000 

【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、手書きでの清書をして提出。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。 
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【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】金曜 

【時限】5 限 

【教員名】井上 明芳 【登録番号】0000 

【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。 

前期は森敦の代表作「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）５０％ リポート（前期２５％後期２５％）

５０％ 

 

 

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

【時限】6 限 

【教員名】井上 明芳 【登録番号】0000 

【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）。 
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 【科目名】日本文学演習Ⅱ・Ⅲ 【開講学年】3・4 年 
【曜日】月曜 

【時限】2 限 

【教員名】鬼頭 七美 【登録番号】0000 

【テーマ】明治時代の文豪の作品を読む 

（演習内容） 

 森鴎外の『青年』は、夏目漱石の『三四郎』を意識して書かれたことは内容からもうか

がえるが、両者は当時の自然主義という文壇の潮流とその担い手たる書生たちへの批評

意識に満ちたものでもあった。同時代状況における自然主義の意義と、これに対する文

人たちの立ち位置について、鴎外、漱石その他、いく人かの文豪の作品を取り上げなが

ら考察していく。長編小説を複数の受講者が分割して分担し、それぞれのパートを読解

し発表を行ってもらう予定である。 

（評価方法） 

演習発表、出席、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。 


