
日本語日本文学コース配当科目一覧（2020年度）

〈修⼠課程〉

科目名 担当教員 学期 曜日時限 授業概要（冒頭の一部を抜粋）

⽇本⽂学研究指導１-1 Ｍ ⾼松 寿夫 春学期 金３時限  修士論⽂作成に向けた研究指導

⽇本⽂学研究指導１-2 Ｍ ⾼松 寿夫 秋学期 金３時限  修士論⽂作成に向けた研究指導

⽇本⽂学研究指導３-1 Ｍ 陣野 英則 春学期 火２時限  ⽇本中古⽂学（平安時代⽂学）、特に物語⽂学、⽇記⽂学など、仮名を用いた散......

⽇本⽂学研究指導３-2 Ｍ 陣野 英則 秋学期 火２時限  ⽇本中古⽂学（平安時代⽂学）、特に物語⽂学、⽇記⽂学など、仮名を用いた散......

⽇本⽂学研究指導４-1 Ｍ 兼築 信行 春学期 木５時限  主として中古・中世和歌に関する調査・研究スキルの基本を習得するとともに、......

⽇本⽂学研究指導４-2 Ｍ 兼築 信行 秋学期 木５時限  主として中古・中世和歌に関する調査・研究スキルの基本を習得するとともに、......

⽇本⽂学研究指導５-1 Ｍ 和⽥ 琢磨 春学期 木３時限  ⽇本中世⽂学のうち、軍記物語・説話⽂学を中心とした散⽂作品に関する研究指......

⽇本⽂学研究指導５-2 Ｍ 和⽥ 琢磨 秋学期 木３時限  ⽇本中世⽂学のうち、軍記物語・説話⽂学を中心とした散⽂作品に関する研究指......

⽇本⽂学研究指導７-1 Ｍ 池澤 一郎 春学期 月２時限  ⽇本近世⽂学を専攻する修士課程の⼤学院生に、論⽂の題材について示唆し、作......

⽇本⽂学研究指導７-2 Ｍ 池澤 一郎 秋学期 月２時限  ⽇本近世⽂学を専攻する修士課程の⼤学院生に、論⽂の題材について示唆し、作......

⽇本⽂学研究指導８-1A Ｍ 鳥羽 耕史 春学期 木３時限  修士論⽂の完成に向けた指導を行う。

⽇本⽂学研究指導８-1B Ｍ 鳥羽 耕史 春学期 木４時限  修士論⽂の完成に向けた指導を行う。

⽇本⽂学研究指導８-2A Ｍ 鳥羽 耕史 秋学期 木３時限  修士論⽂の完成に向けた指導を行う。

⽇本⽂学研究指導８-2B Ｍ 鳥羽 耕史 秋学期 木４時限  修士論⽂の完成に向けた指導を行う。

⽇本⽂学研究指導１０-1A Ｍ ⾼橋 敏夫 春学期 木４時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学研究指導１０-1B Ｍ ⾼橋 敏夫 春学期 木５時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学研究指導１０-2A Ｍ ⾼橋 敏夫 秋学期 木４時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学研究指導１０-2B Ｍ ⾼橋 敏夫 秋学期 木５時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学研究指導１１-1A Ｍ 宗像 和重 春学期 火４時限  ⼤学院の研究活動は、対象とするテクストの読解を通して、論⽂を作成していく......

⽇本⽂学研究指導１１-1B Ｍ 宗像 和重 春学期 火５時限  ⼤学院の研究活動は、対象とするテクストの読解を通して、論⽂を作成していく......

⽇本⽂学研究指導１１-2A Ｍ 宗像 和重 秋学期 火４時限  ⼤学院の研究活動は、対象とするテクストの読解を通して、論⽂を作成していく......

⽇本⽂学研究指導１１-2B Ｍ 宗像 和重 秋学期 火５時限  ⼤学院の研究活動は、対象とするテクストの読解を通して、論⽂を作成していく......

⽇本⽂学研究指導１２-1A Ｍ 十重⽥ 裕一 春学期 火３時限  各自の修士論⽂のテーマに即して個別指導を行う。

⽇本⽂学研究指導１２-1B Ｍ 十重⽥ 裕一 春学期 火４時限  各自の修士論⽂のテーマに即して個別指導を行う。

⽇本⽂学研究指導１２-2A Ｍ 十重⽥ 裕一 秋学期 火３時限  各自の修士論⽂のテーマに即して個別指導を行う。

⽇本⽂学研究指導１２-2B Ｍ 十重⽥ 裕一 秋学期 火４時限  各自の修士論⽂のテーマに即して個別指導を行う。

⽇本⽂学研究指導１３-1 Ｍ 河野 貴美子 春学期 月４時限  主として⽇本古代の和漢⽂による著作に関する研究指導を行う。各自の研究テー......

⽇本⽂学研究指導１３-2 Ｍ 河野 貴美子 秋学期 月４時限  主として⽇本古代の和漢⽂による著作に関する研究指導を行う。各自の研究テー......

⽇本語学研究指導２-1 Ｍ 上野 和昭 春学期 木４時限  修士論⽂の研究構想、中間発表などを通して研究上の必要なことを指導するほか......

⽇本語学研究指導２-2 Ｍ 上野 和昭 秋学期 木４時限  それぞれの研究テーマについて、関係する分野の先行研究、学界展望、書評など......

⽇本語学研究指導３-1 Ｍ 森山 卓郎 春学期 火３時限  論⽂購読、研究発表などをとおして、修士論⽂作成にむけた研究を行います。

⽇本語学研究指導３-2 Ｍ 森山 卓郎 秋学期 火３時限  研究発表と論⽂購読

中国古典⽂学１ 福井 辰彦 春学期 火４時限  李善注『⽂選』を会読し、訓読を含めた漢⽂読解能力と、中国古典籍を中心とし......

中国古典⽂学２ 福井 辰彦 秋学期 火４時限  春学期に引き続き、李善注『⽂選』を会読する。訓読を含めた漢⽂読解能力......

⽂献研究１ 久保木 秀夫 春学期 金５時限  ⽇本古典⽂学は、かつては写本や版本といった古典籍に書写・印刷され、読まれ......

⽂献研究２ 久保木 秀夫 秋学期 金５時限  ⽇本古典⽂学は、かつては写本や版本といった古典籍に書写・印刷され、読まれ......

⽇本⽂学講義１ ⾼松 寿夫 春学期 木４時限  現存最古の⽇本漢詩集『懐風藻』を精読する。漢詩はもちろん、人物伝も含......

⽇本⽂学講義２ ⾼松 寿夫 秋学期 木４時限  現存最古の⽇本漢詩集『懐風藻』を精読する。漢詩はもちろん、人物伝も含......

⽇本⽂学講義８ 池澤 一郎 秋学期 金２時限  ⽇本の近世近代（第⼆次世界⼤戦以前、あるいは⾼度経済⻑期以前）の⽂献は、......

⽇本⽂学講義９ 多⽥ 蔵人 秋学期 月４時限  ⽇本近代小説のすぐれた作品を取りあつかい、「引用」がどのように機能してき......

⽇本⽂学講義１０ 宗像 和重 春学期 金２時限  私はいま、近代⽂学における「原稿用紙」という媒体に、強い関心をもっている......

⽇本⽂学講義１１ 野網 摩利子 秋学期 月２時限  ⽇本近代⽂学を世界史と⽇本史的⽂脈から考える。⽇本近代は科学の移入の著し......

⽇本⽂学講義１２ 山本 亮介 春学期 火３時限  この授業の1〜11回ではピーター・バリー『⽂学理論講義』を教科書に⽂学理論......

⽇本⽂学講義１３ 松⽥ 浩 春学期 木２時限  本講義では、現存する⽇本最古の『萬葉集』を書物としての性質を確認しつつ、......

⽇本⽂学講義１４ 緑川 真知子 秋学期 水３時限  源氏物語が「世界⽂学」としての地位を確固たるものとして久しい。しかし「世......

⽇本⽂学講義１５ 堀川 貴司 春学期 金２時限  近世漢⽂学の資料は、版本・写本で伝わる作品集のみならず、作者自筆の筆跡類......

⽇本⽂学講義１６ 井上 泰至 春学期 金３時限  軍記（軍記物語）の代表作は『保元物語』『平治物語』『平家物語』『太平記』......

⽇本語学講義１ 坂本 清恵 春学期 月３時限  多くの古典⽂学作品は、原典がそのまま残されていることは稀で、後世の手によ......

⽇本語学講義２ 坂本 清恵 秋学期 月３時限  ⽇本語史の資料として扱われてきた、声点や、胡麻章などは本来はことばを解釈......

⽇本語学講義３ 澤崎 ⽂ 春学期 木５時限  本授業は、上代語の表記研究に取り組むための基礎的な知識を身につけることを......

⽇本語学講義４ 澤崎 ⽂ 秋学期 木５時限  本授業は、上代語の表記研究に取り組むための基礎的な知識を身につけることを......

日本語日本文学基礎講義 宗像 和重 他／池澤 一郎／上野 和昭／兼築 信行／河野 貴美子／澤崎 ⽂／⾼橋 敏夫／⾼松 寿夫／十重⽥ 裕一／鳥羽 耕史／森山 卓郎／和⽥ 琢磨春学期 水２時限  ⼤学院では、各自の専門領域の勉強に重点がおかれるが、それらは、⽇本語・⽇......

⽇本⽂学演習１-1 ⾼松 寿夫 春学期 金３時限  『万葉集』に収録される作品を精読する。

⽇本⽂学演習１-2 ⾼松 寿夫 秋学期 金３時限  『万葉集』に収録される作品を精読する。

⽇本⽂学演習２-1 松本 直樹 春学期 月２時限  『古事記』と「風土記」を中心に上代散⽂の諸作品を読解する。⽂献についての......

⽇本⽂学演習２-2 松本 直樹 秋学期 月２時限  『古事記』と「風土記」を中心に上代散⽂の諸作品を読解する。⽂献についての......

⽇本⽂学演習３-1 陣野 英則 春学期 火２時限  ⽇本古典⽂学、特に平安時代⽂学(散⽂)に関する深い学識と専門家としての能力......

⽇本⽂学演習３-2 陣野 英則 秋学期 火２時限  ⽇本古典⽂学、特に平安時代⽂学(散⽂)に関する深い学識と専門家としての能力......

⽇本⽂学演習４-1 兼築 信行 春学期 木５時限  中古・中世和歌に関わる写本・版本の影印を用い、翻字・対校して異同を取り、......

⽇本⽂学演習４-2 兼築 信行 秋学期 木５時限  中古・中世和歌に関わる写本・版本の影印を用い、翻字・対校して異同を取り、......

⽇本⽂学演習５-1 和⽥ 琢磨 春学期 木３時限  『古今著聞集』巻第十六「興言利口」を読む。底本は未翻刻の学習院⼤学蔵本と......

⽇本⽂学演習５-2 和⽥ 琢磨 秋学期 木３時限  今からちょうど八百年前に勃発した承久の乱を描いた軍記物語『承久記』を読む......

⽇本⽂学演習７-1 池澤 一郎 春学期 月２時限  ⽇本近世後期から明治⼤正期にかけて、邦人が制作した漢詩⽂を読解する。本年......

⽇本⽂学演習７-2 池澤 一郎 秋学期 月２時限  ⽇本近世後期から明治期にかけて、邦人が制作した漢詩⽂を読解する。春学期に......

⽇本⽂学演習８-1 Ａ 鳥羽 耕史 春学期 木３時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を......

⽇本⽂学演習８-1 Ｂ 鳥羽 耕史 春学期 木４時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を......

⽇本⽂学演習８-2 Ａ 鳥羽 耕史 秋学期 木３時限  各自の修士論⽂のテーマについて、受講生の発表と質疑を中心として演習を進め......

⽇本⽂学演習８-2 Ｂ 鳥羽 耕史 秋学期 木４時限  各自の修士論⽂のテーマについて、受講生の発表と質疑を中心として演習を進め......



⽇本⽂学演習１０-1 Ａ ⾼橋 敏夫 春学期 木４時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学演習１０-2 Ａ ⾼橋 敏夫 秋学期 木４時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を書き上げられるよう、個別指導......

⽇本⽂学演習１０-1 Ｂ ⾼橋 敏夫 春学期 木５時限  本年度は、戦争⽂学全集として最⼤規模の試み『コレクション 戦争×⽂学』（......

⽇本⽂学演習１０-2 Ｂ ⾼橋 敏夫 秋学期 木５時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を書き上げられるよう、個別指導......

⽇本⽂学演習１１-1 Ａ 宗像 和重 春学期 火４時限  明治期小説の作品集ないしアンソロジーを材料とし、約十編を選んで、毎回、受......

⽇本⽂学演習１１-2 Ａ 宗像 和重 秋学期 火４時限  ⼤学院の研究において、口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げ......

⽇本⽂学演習１１-1 Ｂ 宗像 和重 春学期 火５時限  明治期小説の作品集ないしアンソロジーを材料とし、約十編を選んで、毎回、受......

⽇本⽂学演習１１-2 Ｂ 宗像 和重 秋学期 火５時限  ⼤学院の研究において、口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げ......

⽇本⽂学演習１２-1 Ａ 十重⽥ 裕一 春学期 火３時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を......

⽇本⽂学演習１２-2 Ａ 十重⽥ 裕一 秋学期 火３時限  各自の修士論⽂のテーマについて、受講者の発表と質疑応答を中心に演習を進め......

⽇本⽂学演習１２-1 Ｂ 十重⽥ 裕一 春学期 火４時限  口頭発表をし、論⽂を書き、2年間で修士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を......

⽇本⽂学演習１２-2 Ｂ 十重⽥ 裕一 秋学期 火４時限  各自の修士論⽂のテーマについて、受講者の発表と質疑応答を中心に演習を進め......

⽇本⽂学演習１３-1 河野 貴美子 春学期 月４時限  清原宣賢の『蒙求聴塵』を精読する。『蒙求聴塵』は、清原宣賢が『蒙求』の語......

⽇本⽂学演習１３-2 河野 貴美子 秋学期 月４時限  清原宣賢の『蒙求聴塵』を精読する。『蒙求聴塵』は、清原宣賢が『蒙求』の語......

⽇本語学演習２-1 上野 和昭 春学期 木４時限  ⽇本語音韻音調史を見渡しつつ、⽂献資料研究の成果を確認する。

⽇本語学演習２-2 上野 和昭 秋学期 木４時限  ⽇本語音韻音調史を見渡しつつ、⽂献資料研究の成果を確認する。

⽇本語学演習３-1 森山 卓郎 春学期 火３時限  副詞研究を中心に考える

⽇本語学演習３-2 森山 卓郎 秋学期 火３時限  ⽇本語の待遇表現をめぐる諸現象について検討する。適宜、出席者の研究課......

日本文学特別演習１ リーブズ クリストファー春学期 月２時限  This course serves to provide a sampling of premodern Japanese poetry pr......

日本文学特別演習２ リーブズ クリストファー秋学期 月２時限  This course serves to an understanding of premodern Japanese Sinitic lit......

⽇本語⽇本⽂学ＤＤＰ演習５ 池澤 一郎 春学期 木４時限  十返舎一九の『東海道中膝栗毛』やそれに先行、並行する狂歌紀行⽂を中心に綿......

⽇本語⽇本⽂学ＤＤＰ演習６ 池澤 一郎 秋学期 木４時限  本演習では、参加者が修士論⽂を完成するための少人数での演習を行う。受講生......

日本語日本文学の歴史２ 宗像 和重 他／金 ヨンロン／⻄⽥ 将哉／橋本 あゆみ秋学期 水３-４  この授業では、⽇本の近代⽂学を研究するうえで不可欠となる⽂学者の小説を、......

日本語日本文学資料解読１ ⾼橋 敏夫 他／金子 亜由美／楜沢 健／永野 宏志／吉野 泰平春学期 水３-４  この講義では、1時間目にはメディアとの関連に留意しながら、⽂学者と⽂学テ......

〈博⼠後期課程〉

科目名 担当教員 学期 曜日時限 授業概要（冒頭の一部を抜粋）

⽇本⽂学研究指導１-1 Ｄ ⾼松 寿夫 春学期 金５時限  学位論⽂作成に向けた研究指導

⽇本⽂学研究指導１-2 Ｄ ⾼松 寿夫 秋学期 金５時限  学位論⽂作成に向けた研究指導

⽇本⽂学研究指導３-1 Ｄ 陣野 英則 春学期 火５時限  ⽇本中古⽂学（平安時代⽂学）、特に物語⽂学、⽇記⽂学など、仮名を用いた散......

⽇本⽂学研究指導３-2 Ｄ 陣野 英則 秋学期 火５時限  ⽇本中古⽂学（平安時代⽂学）、特に物語⽂学、⽇記⽂学など、仮名を用いた散......

⽇本⽂学研究指導４-1 Ｄ 兼築 信行 春学期 木３時限  各自の研究テーマを進展させ、博士学位請求論⽂完成への階梯を昇るアドバイス......

⽇本⽂学研究指導４-2 Ｄ 兼築 信行 秋学期 木３時限  各自の研究テーマを進展させ、博士学位請求論⽂完成への階梯を昇るアドバイス......

⽇本⽂学研究指導５-1 Ｄ 和⽥ 琢磨 春学期 木４時限  ⽇本中世⽂学のうち、軍記物語・説話⽂学を中心とした散⽂作品の研究指導を行......

⽇本⽂学研究指導５-2 Ｄ 和⽥ 琢磨 秋学期 木４時限  ⽇本中世⽂学のうち、軍記物語・説話⽂学を中心とした散⽂作品の研究指導を行......

⽇本⽂学研究指導７-1 Ｄ 池澤 一郎 春学期 月３時限  ⽇本近世⽂学を専攻する⼤学院博士課程の院生に、論⽂の題材について示唆し、......

⽇本⽂学研究指導７-2 Ｄ 池澤 一郎 秋学期 月３時限  ⽇本近世⽂学を専攻する⼤学院博士課程の院生に、論⽂の題材について示唆し、......

⽇本⽂学研究指導８-1 Ｄ 鳥羽 耕史 春学期 木５時限  学会発表をし、学会誌に論⽂を投稿し、課程博士論⽂を完成できるよう、個別指......

⽇本⽂学研究指導８-2 Ｄ 鳥羽 耕史 秋学期 木５時限  学会発表をし、学会誌に論⽂を投稿し、課程博士論⽂を完成できるよう、個別指......

⽇本⽂学研究指導１０-1 Ｄ ⾼橋 敏夫 春学期 木６時限  各自ですすめる研究の現状報告と、学会発表の予行演習、また最新の研究論⽂を......

⽇本⽂学研究指導１０-2 Ｄ ⾼橋 敏夫 秋学期 木６時限  各自ですすめる研究の現状報告と、学会発表の予行演習、また最新の研究論⽂を......

⽇本⽂学研究指導１１-1 Ｄ 宗像 和重 春学期 木６時限  各自の研究テーマを深め、資料の調査や先行研究の精査を通して、研究論⽂の作......

⽇本⽂学研究指導１１-2 Ｄ 宗像 和重 秋学期 木６時限  各自の研究テーマを深め、資料の調査や先行研究の精査を通して、研究論⽂の作......

⽇本⽂学研究指導１２-1 Ｄ 十重⽥ 裕一 春学期 木６時限  課程博士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を中心に授業を進める。各受講者は......

⽇本⽂学研究指導１２-2 Ｄ 十重⽥ 裕一 秋学期 木６時限  課程博士論⽂を仕上げられるよう、個別指導を中心に授業を進める。各受講者は......

⽇本⽂学研究指導１３-1 Ｄ 河野 貴美子 春学期 月３時限  博士論⽂作成にむけての指導を行う。各自のテーマによる研究発表を行いつ......

⽇本⽂学研究指導１３-2 Ｄ 河野 貴美子 秋学期 月３時限  博士論⽂作成にむけての指導を行う。各自のテーマによる研究発表を行いつ......

⽇本語学研究指導２-1 Ｄ 上野 和昭 春学期 木３時限  それぞれの研究テーマについて、関係する分野の先行研究、学界展望、書評など......

⽇本語学研究指導２-2 Ｄ 上野 和昭 秋学期 木３時限  それぞれの研究テーマについて、関係する分野の先行研究、学界展望、書評など......

⽇本語学研究指導３-1 Ｄ 森山 卓郎 春学期 火４時限  博士論⽂作成にむけて研究指導をします。

⽇本語学研究指導３-2 Ｄ 森山 卓郎 秋学期 火４時限  ⽇本語⽂法の研究。⽇本語⽂法の現状と課題について検討する。受講生..


