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文学部日本語日本文学コース 



      【１】 
日本語日本文学コースと 
  演習のカリキュラム 



日本語日本文学コース 
 日本語と日本文学に関するあらゆる領域について、基礎的な
知識を得るとともに、各自の関心のある領域について、深く分
析・研究・批評する力を養います。日本のことばと文学を体系
的に追究したいと考える人にとって最適のコースです。 

 

 コースに進級した２年次には、古典文学・近現代文学・日本語
学という３つの演習が春秋各期に必修です。日本語日本文学
を体系的に学ぶために重要となる３大分野のそれぞれについ
て、調べ、考え、発表し、討論を行なうスキルを身につけます。
３年次には、上記から各自が関心をもつ分野を１つにしぼり、
演習を選択します。４年次には卒論演習が設置されており、担
当教員による個別的な指導が行なわれます。 



文学部日本語日本文学コースの
（必修）履修科目数 

２年 ３年 ４年 

学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

演習 ３ ３ １ １ １ １ 

研究 １ １ ２ ２ 

選択講義 ５（以上） 

卒論 ◎ 提出 



日本語日本文学演習（必修） 
２年 ３年 ４年 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

演習１ 
A～D 
古典文学 

演習４ 
A～D 
古典文学 

演習７ 
 
A古典文学 
B近代文学 
C現代文学 
D日本語学 
 

演習８ 
 
A古典文学 
B近代文学 
C現代文学 
D日本語学 
 
 

演習９ 
 
卒論演習 
各指導教員 

演習１０ 
 
卒論演習 
各指導教員 
 演習２ 

A～D 
近現代文学 

演習５ 
A～D 
近現代文学 

演習３ 
A～D 
日本語学 

演習６ 
A～D 
日本語学 



      【２】 
日本語日本文学演習 
（必修）の選択について 



演習（必修）の選択 
 新２年生・新３年生の全員、および新４年生以上で３年までの演習に
未取得単位のある人は、新年度の科目登録の前に、演習（必修）の
希望順位を選択してください。 
 

 できるだけ希望に沿って、コースで振り分けをおこないますが、一科
目あたりの人数の関係で希望通りにならない場合がありますので、
了承してください。設置されている科目は、いずれも専門課程の研
究を進めるうえで有益なものばかりです。 
 

 選択に重複がある場合や、回答がない場合は、希望順位なしとして
振り分けをおこないます。 
 

 次に、各学年ごとに希望順位の選択の方法を説明します。いずれ
の場合も、３月１１日（木）までに希望順位を提出してください。最終
的に決定した演習は、新年度の科目登録の際に発表されます。 
 
 



新２年生 
 

・古典文学（春学期演習１・秋学期演習４）、近現代文
学（春学期演習２・秋学期演習５）、日本語学（春学期
演習３・秋学期演習６）のＡ～Ｄのなかから、それぞれ１
科目を選択、履修します。 
 

・たとえば、春学期に古典文学の演習１Ａを受講した人
は、秋学期は同じ先生の演習４Ａを受講することになり
ます。 
 
・古典文学、近現代文学、日本語学のそれぞれA～D
について、第一希望から第四希望まで選んでください。 



新２年生（つづき） 
 

WasedaMoodleのコース一覧（左上で「進行中」
から「未来」または「すべて」に切り替え）から、「日
本語日本文学コース新２年生（2021年度）」にアク
セスし、その中に設置された「演習登録」アンケー
トに回答して下さい。締切は３月１１日（木）です。 

※古典文学領域、近代文学領域、日本語学領域
のそれぞれについて、第一希望から第四希望ま
で、 A～Dのうち一つを選びます（重複がある場
合や回答しない場合は希望順位なしと見なされ
る場合があります）。 



新３年生…2年演習の単位を 
            全て取得した人 

WasedaMoodleの２０２０年度コース一覧から「日
本語日本文学コース２年生」にアクセスし、その
中に設置された「演習７・８登録用」アンケートに
回答して下さい。締切は３月１１日（木）です。 

※第一希望から第四希望まで、 A～Dのうち一つ
を選びます（重複がある場合や回答しない場合
は希望順位なしと見なされる場合があります）。 

※「演習１～６登録用」には回答しない。 



新３年生…2年演習に 
           未取得単位のある人 
 WasedaMoodleの２０２０年度コース一覧から「日本語日本

文学コース２年生」にアクセスし、その中に設置された「演習
７・８登録用」アンケートに回答します。※第一希望から第四
希望まで選ぶこと（重複がある場合や回答しない場合は希
望順位なしと見なされる場合があります）。 

 「演習１～６登録用」アンケートについて、未取得の領域の
み第一希望から第四希望まで回答します。 

※選択肢では春学期（１～３）と秋学期（４～６）をセットにして
あるが、片方だけが未取得の場合も気にせず回答すること。
回答しない場合は希望順位なしと見なされる場合があります。 

※いずれも締切は３月１１日（木）です。 

 



新４年生…２、３年演習の単位を 
            全て取得した人               

 ２、３年演習の単位をすべて取得した人は、今回は
手続きの必要はありません。４年生の卒論演習に
ついては、すでに選択、仮指導を経て、決定して
います。 



新４年生…２、３年演習に 
           未取得単位のある人               

 WasedaMoodleの２０２０年度コース一覧から「日本

語日本文学コース３年生」にアクセスし、その中に
設置された「演習１～６登録用」と「演習７・８登録
用」アンケートのうち、未取得のものについて第一
希望から第四希望まで回答します。 

※選択肢では春学期（１～３、７）と秋学期（４～６、８）
をセットにしてあるが、片方だけが未取得の場合も気
にせず回答すること。回答しない場合は希望順位な
しと見なされる場合があります。締切は３月１１日（木）。 



新５年生以上…２，３年演習に 
             未取得単位のある人               

 コース主任の宗像から個別にメールが届くので、
WasedaMoodleの2020年度コース一覧から「日本語日本文

学コース４年生以上」にアクセスし、その中に設置された「演
習１～６登録用」と「演習７･８登録用」アンケートのうち、未取
得のものについて第一希望から第四希望まで回答します。 

 

※選択肢では春学期（１～３、７）と秋学期（４～６、８）をセット
にしてあるが、片方だけが未取得の場合も気にせず回答する
こと。回答しない場合は希望順位なしと見なされる場合があり
ます。締切は３月１１日（木）。 

 



      【３】 
  演習担当教員と 
  授業の概要の紹介 



２年に配当されている演習               

古典文学（春学期演習１・秋学期演習４）、 
近現代文学（春学期演習２・秋学期演習５）、
日本語学（春学期演習３・秋学期演習６）の
Ａ～Ｄのなかから、それぞれ１科目を選択、
履修します。 

 



２年生演習１Ａ・ ４Ａ（高松寿夫） 
 高松先生は『万葉集』などの上代文学が専門。 

 

 １Ａでは『万葉集』巻一に掲載された初期万葉の作品を
読みながら、『万葉集』を読むための基礎的な知識や技
術を学ぶ。 

 ４Ａでは、『万葉集』巻四に掲載される相聞歌から一人一
首ずつ担当し、発表してもらう。質疑応答を通して、和歌
を解釈するためのより専門的な知識や技術を身につけて
貰う。 

 

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA104.php?pKey=2431661001012020243166100124&pLng=jp
https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA104.php?pKey=2431661001012020243166100124&pLng=jp
https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA104.php?pKey=2431661001012020243166100124&pLng=jp


２年生演習１Ｂ・ ４Ｂ（穴井 潤） 
 穴井先生は西行など平安後期歌人の私家集を研究して
おり、和歌文学が専門。 

 

 １Ｂでは、勅撰集についての講義の後、藤原定家が八代
集から秀歌を十首ずつ選んで編んだ、流布本『八代集秀
逸』を扱う。 

 ４Ｂでは、新古今時代についての講義の後、後鳥羽院・
藤原定家・藤原家隆が八代集から秀歌を十首ずつ選ん
で編んだ、別本『八代集秀逸』を扱う。 

 

 



２年生演習１Ｃ・ ４Ｃ（池澤一郎） 
 池澤先生は漢詩文を中心とする近世韻文が専門。 

 

 １Ｃでは柏木如亭『詩本草』と夏目漱石『木屑録』とを扱う。 

 ４Ｃでは頼山陽『山陽遺稿』と蘭学者大槻玄沢、磐渓の
漢詩文を扱う。 

 

  参加者が高校時代に抱かれた漢文・漢詩への興味の深
化と読解力の涵養を期す。 

 



２年生演習１Ｄ・ ４Ｄ（和田琢磨） 
 和田先生の専門は『太平記』を中心とした南北朝・室町
時代の軍記物語。近年は『義経記』を中心とした判官物
（源義経の文学）も研究している。 

 

 １Ｄでは、『保元物語』を読む。 

 ４Ｄでは、『平治物語』を読む。一年を通して、『平家物
語』に至るまでの軍記物語の概略を学んでいく。 

 



２年生演習２Ａ・ ５Ａ（田部知季） 
 田部先生は明治期の韻文、特に俳句が専門。 

 
 ２Aでは、近代文学研究の基礎を学んだうえで、泉鏡花「夜行
巡査」、正岡子規の写生文、田山花袋「蒲団」、自然主義隆盛
期の評論、萩原朔太郎『月に吠える』、横光利一「頭ならびに
腹」、岡本かの子「老妓抄」、太宰治「女生徒」、安岡章太郎
「ガラスの靴」、三島由紀夫「橋づくし」、倉橋由美子「パルタ
イ」を扱う。 

 ５Aでは、『新体詩抄』、山田美妙「蝴蝶」、国木田独歩「号外」、
平塚らいてう「元始、女性は太陽であった」、森鷗外「阿部一
族」、永井荷風「花火」、佐多稲子「キャラメル工場から」、志賀
直哉「灰色の月」、桑原武夫「第二芸術」、堀田善衛「広場の
孤独」、開高健「玉、砕ける」を扱い、「歴史」という観点から近
代文学について考える。 



２年生演習２Ｂ・ ５Ｂ（鳥羽耕史） 
 鳥羽先生は近現代文学、安部公房らの戦後文化運動、
映画・ラジオなどのメディア研究が専門。 

 

 ２Ｂでは、『文学で考える〈日本〉とは何か』という教科書で、
境界から日本文学を捉え直す。 

 ５Ｂでは、『文学で考える〈仕事〉の百年』という教科書で、
多様な仕事と社会の問題を扱う。 

 



２年生演習２Ｃ・ ５Ｃ（井上 優） 
 井上先生は森鷗外を中心に近現代文学が専門。 

 

 ２Ｃでは、森鷗外『雁』、坂口安吾『夜長姫と耳男』、三島
由紀夫『橋づくし』、川端康成『片腕』、樋口一葉『たけくら
べ』を扱い、近現代文学研究の基礎的なアカデミック・ス
キルを習得する。 

 ５Ｃでは、夏目漱石『夢十夜』、泉鏡花『草迷宮』、森鷗外
『金毘羅』、谷崎潤一郎『少年』、佐藤春夫『西班牙犬の
家』、芥川龍之介『地獄変』、内田百閒『冥途』を扱い、幻
想文学を考察する。 

 



２年生演習２Ｄ・ ５Ｄ（橋本あゆみ） 
 橋本先生は近現代文学、昭和期の戦争文学・戦後文学
が専門。 

 

 ２Ｄでは、小平麻衣子著『小説は、わかってくればおもしろ
い』を用いて、近現代文学研究の基礎的スキルを定着さ
せつつ、大正９年の志賀直哉「小僧の神様」から平成８年
の川上弘美「蛇を踏む」までを取り扱う。 

 ５Ｄでは、『日本近代短篇小説選 昭和編３』（岩波文庫）
を共通テキストとし、戦後文学を扱う。２Ｄで身につけた
調査研究スキルを実践的・発展的に活かして発表してほ
しい。 



２年生演習３Ａ・ ６Ａ（木村義之） 
 木村先生は明治期の語彙、辞書などが専門。 

 

 ３Ａでは、坪内逍遙『一読三嘆 当世書生気質』を対象と
して、当期の表記、本文異同（初版本と『逍遙選集』所収
本文）について調査し、漢字表記と漢語について考察を
加える。 

 ６Ａでは、坪内逍遙『一読三嘆 当世書生気質』を対象と
して、外来語などの語彙、待遇表現などの語法について
調査し、考察を加える。 



２年生演習３Ｂ・ ６Ｂ（澤崎 文） 
 澤崎先生は古代日本語の文字・表記が専門。 

 

 ３Ｂでは『万葉集』の訓字を主体とする巻の歌を対象とし
て、そこに表れた文字・表記を中心に考察する。 

 ６Ｂでは『万葉集』の万葉仮名を主体とする巻の歌を対象
として、そこに表れた語彙・語法を中心に考察する。 

 



２年生演習３Ｃ・ ６Ｃ（加藤大鶴） 
 加藤先生は日本語の音韻、方言や文献から辿るアクセ
ントの歴史が専門。 

 

 ３Ｃでは『日本語の音』というテキストの輪読を通じて、身
近な音声・音韻の観察を行う。 

 ６Ｃでは受講者が自分で言語音を記録し、地理的・社会
的・歴史的な変異について分析を行う。 

 



２年生演習３Ｄ・ ６Ｄ（市村太郎） 
 市村先生は近世から近代の語彙・文法が専門。コーパス
の構築にも携わる。 

 

 ３Ｄでは、本居宣長『古今集遠鏡』について、古今集本文
の中古語と近世語訳とを比較しながら読む。 

 ６Ｄでは、中世語・近世語資料として、『虎寛本狂言集』と
『虎明本狂言集』を比較しながら読む。 

 

 



３年に配当されている演習               

古典文学（Ａ）・近代文学（Ｂ）・現代文学
（Ｃ）・日本語学（Ｄ）のなかから、１科目を選
択、履修します。 

 



３年生演習７Ａ・ ８Ａ 
       （庄司敏子・栗山元子） 
 ＊７Ａ・８Ａは、お二人の先生による担当。 

 

 庄司先生は『蜻蛉日記』を中心とする平安時代の文学が
専門。 

 ７Ａでは、平安時代の作品を読み解く基礎知識や変体仮
名などを確認しながら、『蜻蛉日記』上巻を精読する。 

 

 栗山先生は『源氏物語』を中心とする平安時代の文学が
専門。 

 ８Ａでは、『源氏物語』のなかでも緊迫した物語展開をも
つ「浮舟」巻をとりあげ、その表現について考えていく。 



３年生演習７Ｂ・ ８Ｂ（宗像和重） 
 宗像先生は森鷗外などの明治大正文学が専門。 

 

 ７Ｂでは前半に夏目漱石『坊っちゃん』を取り上げ、後半
は、『日本近代短篇小説選 明治篇２』によって、明治文
学の新しさ・面白さを再発見したい。 

 ８Ｂでは『日本近代短篇小説選 大正篇』によって、大正
文学の多彩な個性から生まれた小説群を読み解くととも
に、後半では、各自が卒業論文でとりあげることを考えて
いる作品やテーマを扱う。 

 



３年生演習７Ｃ・ ８Ｃ（高橋敏夫） 
 高橋先生は近現代文学、戦争文学、現代演劇などが専
門。 

 

 ７Ｃでは「戦後文学」がスタートする１９４５年から、中上健
次、村上龍、村上春樹らが登場する１９７０年代末までを
扱う。 

 ８Ｃでは村上春樹が登場した１９７９年から、代表的な作家
のいない混沌としたいま現在までを、メディア・ミックス状
況を含め扱う。 

 



３年生演習７Ｄ・ ８Ｄ（森山卓郎） 
 森山先生は現代日本語文法が専門。 

 

 ７Ｄでは、 「振る」「揺する」「揺らす」などの日本語類義

語・類義表現の違いを考え、言葉の分析の仕方を身につ
ける。 

 ８Ｄでは、小説、短歌、俳句、詩、歌詞、広告コピーなどの
韻文について、記述的文法論による言語表現分析を行う。 

 



      【４】 

日本語日本文学コース室、       
学生研究班活動、 
日文合宿、連絡先など 



日本語日本文学コース室 

３９号館 ５階 ２５１９研究室 

   …同フロアにコース専任教員の個人研究室 

原則平日の午後開室…講師・ＴＡが在室 

   各種の問い合わせや相談窓口 

   新着専門雑誌の閲覧 

   国文学会 学生研究班活動等の情報 

   ＊現在は火曜日のみ開室
http://www.waseda.jp/bun-nihon-go-bun/ 

 

 



学生研究班紹介 
学生の自主的な研究組織。 

新古今研究班、平家物語研究班、説話文学
研究班、西鶴研究班、俳諧研究班、古事記
研究班、万葉集研究班、源氏物語研究班、
近世漢詩研究班、近代作品研究班、現代文
学・文化研究班、国語学（日本語学）研究班、
国語史研究班、説話文学研究班、和漢比較
文学・比較文化研究班など。 

興味のある人はコース室へ問い合わせを。 

 

 

 

 

 

 

 
 



日文合宿について 
２０１８年度までは、学生委員が主体となって、
夏休みの時期に、軽井沢セミナーハウスにて、
１泊２日の合宿を実施してきた。 

２０１９年度は伊豆川奈セミナーハウスで２泊３
日の合宿を計画したが、台風でキャンセルに
なった。 

２０２０年度は、コロナの状況を踏まえて中止。 

２０２１年度の実施については検討中。 

 



問い合わせについて 
 質問等があれば、主任の宗像まで。 

 研究室 ３９号館５階２５１３研究室 

 munakata@waseda.jp 


