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ヴァレリー初期詩篇研究（1）
ヴァレリーのテクストを題材として、文学研究の方法を学ぶ。

　ヴァレリーの青年期の詩作品を精読します。詩集『旧詩帖』に収められた詩篇群を中心に、初出誌や草稿、友人
との往復書簡等の一次資料に加えて、諸家によるさまざまな注釈を参照しながら、詩人ヴァレリーの作詩法、詩論、
世界観に迫ってみたいと思います。

出席訳読50％＋レポート50％
プリントを配付する。参考文献等は授業時に指示する。

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅰ 2 教授 今　井　　　勉 １学期 火 3

連絡先：tsutomu@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週火水12時～13時

ヴァレリー初期詩篇研究（2）
ヴァレリーのテクストを題材として、文学研究の方法を学ぶ。

　前セメスターに引き続き、ヴァレリーの青年期の詩作品を精読します。詩集『旧詩帖』に収められた詩篇群を中
心に、初出誌や草稿、友人との往復書簡等の一次資料に加えて、諸家によるさまざまな注釈を参照しながら、詩人
ヴァレリーの作詩法、詩論、世界観に迫ってみたいと思います。

出席訳読50％＋レポート50％
プリントを配付する。参考文献等は授業時に指示する。

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅱ 2 教授 今　井　　　勉 ２学期 火 3

連絡先：tsutomu@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週火水12時～13時
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マラルメ講義
19世紀の詩人ステファヌ・マラルメの文学・思想と、その時代背景を知る。

レポート80%、平常点20%
  

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅲ 2 非常勤
講師 坂 巻 康 司 集中

（1）     

  

17世紀の文学と演劇
17世紀フランスにおいて、「古典主義」が成立した過程を把握し、この時代の文学、と
りわけ演劇を鑑賞・読解する基本的な姿勢を身につけることが目標です。
著名な作家や作品に関する基本的な知識を習得した上で、問題意識や研究方法について
学びます。

　17世紀フランス文学（演劇）をなぜ学ぶのか、どのように学ぶのかという問いに取り組みます。
　講義形式です。学生の要望に応じて講読など、演習形式を取り入れる場合があります。
　全体の授業は三部に分かれます。
　導入として、コルネイユやラ・ロシュフコーなど著名な作家とその作品を紹介しながら、17世紀文学史を概説し
ます。この時代の文学は現代の私たちにとってどのような意義があるのか。この問いを念頭に置きながら、当時の社
会と文学はどのような関係にあったのか、「古典主義」とはいったい何だったのか、といった問いに答えていきます。
　次いで、17世紀フランス文学を代表する演劇ジャンルを取り上げます。いわゆる三大劇作家のコルネイユ・ラ
シーヌ・モリエールの作品の特徴、それぞれの類似点と差異を学びます。
　以上を踏まえて、17世紀のフランス演劇を観賞・読解・分析するための手ほどきを行います。コルネイユ『ル・
シッド』やモリエール『人間嫌い』などの傑作群は、どのような問題意識のもとで、いかなる方法を用いて論じら
れてきたのか、または演出されてきたのか、そして、今後はどのように論じることが可能なのかということを、具
体的な作品や評論に基づいて考えていきます

出席点（４割）とレポート（６割）によって総合的に判定します。
資料を配布し、視聴覚教材を利用します。ただし、戯曲テクストの購入をお願いすることがあ
ります。詳しくは最初の授業で説明します。

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅲ 2 非常勤
講師 千 川 哲 生 集中

（2）     

  

　講義は概ね以下の順序で進める。
　　１．イントロダクション
　　２．象徴主義の風土
　　３．初期詩篇を読む（1）
　　４．初期詩篇を読む（2）
　　５．マラルメにおけるポー
　　６．『半獣神の午後』と『エロディアード』
　　７．音楽におけるマラルメ（1）
　　８． 文壇での評価：「呪われた詩人たち」と『さ

かしまに』

　　９．中期のマラルメ（1）
　　10．中期のマラルメ（2）
　　11．音楽におけるマラルメ（2）
　　12．未来の祝祭への夢
　　13．後期韻文詩より「三部作」
　　14．批評詩の完成：「詩の危機」と「音楽と文芸」
　　15．『賽の一振り』：20世紀に向かうマラルメ
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文学テクストの精密な読解（1）
ヴァレリーのテクストを題材として、文学テクスト読解の技量を上げる。

　ヴァレリーの詩（ナルシスをテーマとした詩篇群）を読みます。関連する草稿や諸家の註釈などを随時参照しな
がら、本文を精密に読解していきます。

出席訳読および発表100％
プリントを配付する。参考文献等は授業時に指示する。

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅰ 2 教授 今　井　　　勉 １学期 水 3

連絡先：tsutomu@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週火水12時～13時

文学テクストの精密な読解（2）
ヴァレリーのテクストを題材として、文学テクスト読解の技量を上げる。

　前セメスターに引き続き、ヴァレリーの詩（ナルシスをテーマとした詩篇群）を読みます。関連する草稿や諸家
の註釈などを随時参照しながら、本文を精密に読解していきます。

出席訳読および発表100％
プリントを配付する。参考文献等は授業時に指示する。

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅱ 2 教授 今　井　　　勉 ２学期 水 2

連絡先：tsutomu@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週火水12時～13時
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Patrick Modiano
Ce cours prendra appui sur la stylistique et la critique thématique, pour construire 
une interprétation de l’œuvre. Il permettra de pratiquer l’explication de texte et, au 
second semestre, de proposer un exposé.

　Ce cours permettra un parcours au sein de l’œuvre de Modiano, depuis ses débuts jusqu’à un texte récent, 
Dora Bruder. L’œuvre de Modiano, hantée par les années de l’Occupation comme par les souffrances de l’histoire 
familiale, confronte son lecteur aux troubles de la mémoire, aux tentatives de les surmonter, de reconstituer une 
histoire, par un appel à l’enquête, à l’archive, au témoignage. L’œuvre se donne comme un espace instable, 
hypothétique, entre fiction et bribes d’autobiographie. Sobre et poétique tout à la fois, l’œuvre de Modiano erre 
à travers une géographie mentale.

L’évaluation prendra en compte, successivement, ces deux exercices, ainsi que la participation 
en cours.
  

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅲ 2 准教授 ヤン・メヴェル １学期 水 4

  

Patrick Modiano
Ce cours prendra appui sur la stylistique et la critique thématique, pour construire 
une interprétation de l’œuvre. Il permettra de pratiquer l’explication de texte et, au 
second semestre, de proposer un exposé.

　Ce cours permettra un parcours au sein de l’œuvre de Modiano, depuis ses débuts jusqu’à un texte récent, 
Dora Bruder. L’œuvre de Modiano, hantée par les années de l’Occupation comme par les souffrances de l’histoire 
familiale, confronte son lecteur aux troubles de la mémoire, aux tentatives de les surmonter, de reconstituer une 
histoire, par un appel à l’enquête, à l’archive, au témoignage. L’œuvre se donne comme un espace instable, 
hypothétique, entre fiction et bribes d’autobiographie. Sobre et poétique tout à la fois, l’œuvre de Modiano erre 
à travers une géographie mentale.

L’évaluation prendra en compte, successivement, ces deux exercices, ainsi que la participation 
en cours.　　　
  

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅳ 2 准教授 ヤン・メヴェル ２学期 水 4
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中世・ルネサンス文学・語学研究１（モンテーニュ『エセー』）
16世紀のフランス語および同時代の作品伝承に関する基礎知識を習得する。

　モンテーニュの『エセー』（第二巻最終章「子が父に似ることについて」）を読みながら、16世紀のフランス語、
さらに当時の印刷本を読みこなすことを目指します。『エセー』は現代にいたるまで幅広い層の読者を獲得してい
る、フランス文学史上屈指の古典です。同作品の1595年版のファクシミレを底本としてそれを読んでいくのが主な
作業になりますが、他の同時代の諸版、さらには近代校訂諸版を適時参照することで、テクスト校訂に関わる諸問
題を同時に考える機会としたいとも考えています。16世紀のフランス語を読んだ経験が無くても、現代フランス語
の十分な知識があれば受講が可能です。また、後期のフランス文学研究演習Ⅵと共に受講することで、より深い通
史的なフランス語の知識が得られますが、こちらだけでの受講も可能です。

平常点100％
プリントを配布します。

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅴ 2 准教授 黒　岩　　　卓 １学期 月 4

連絡先：tkuroiwa@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週月火13時～14時30分

中世・ルネサンス文学・語学研究２（リュトブフ）
古フランス語および同時代の作品伝承に関する基礎知識を習得する。

　13世紀の代表的詩人であり、また “私” という存在を前面に押し出した作品を表わしたという点で、しばしば近
代的な詩人の先駆ともされるリュトブフの作品を読みながら、古フランス語を学びます。彼の諸作品の中でも、悪
魔と契約を行いその後改心した聖テオフィルス（彼はファウスト伝説の起源とも言われています）を描いた『テオ
フィルの奇跡劇』Le Miracle de Th?ophileを今回の講読の対象とします。ミシェル・ザンク校訂版を用いますが、
適時それ以外の校訂本、あるいは可能であれば写本のコピーなどを用いながら、中世テクストの校訂を巡る諸問題
についても考えます。前期のフランス文学研究演習Ⅴと共に受講することで、より深い通史的なフランス語の知識
が得られますが、こちらだけでの受講も可能です。また、初学者を対象とし、現代フランス語訳を併記した校訂テ
クストを用いますので、現代フランス語の十分な知識があれば受講が可能です。

平常点100％
Rutebeuf, Oeuvres complètes, texte établi, traduit, annoté et présenté par Michel Zink, Paris, 
Le Livre de Poche, 2001.

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅵ 2 准教授 黒　岩　　　卓 ２学期 月 4

連絡先：tkuroiwa@sal.tohoku.ac.jp　オフィスアワー：毎週月火13時～14時30分
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Valery Larbaud
Le cours permettra de découvrir la diversité des genres pratiqués par Larbaud. Il 
privilégiera l’analyse thématique et stylistique, permettant ainsi une pratique de 
l’explication de texte.

　Ce cours se propose de faire découvrir un écrivain méconnu, mais important, en mettant l’accent sur ses 
tensions multiples. Romancier, nouvelliste, poète, Larbaud fut aussi critique littéraire et critique d’art, traducteur 
ou un passeur pourrait-on dire. Ecrivain cosmopolite par excellence, il est aussi un écrivain de l’intimisme. 
Erudit ou lecteur des auteurs antiques comme de ses contemporains les plus modernes, Joyce notamment, 
Larbaud se montra capable d’associer préciosité et simplicité, classicisme et innovation. Sa finesse, sa délicatesse 
oscillent entre mélancolie et humour.

A la fin du semestre un commentaire d’un bref extrait sera demandé à chaque étudiant. 
Assiduité et participation lors des cours seront également prises en compte dans l’évaluation.
  

フ ラ ン ス 語 学 研 究 演 習 Ⅰ 2 准教授 ヤン・メヴェル １学期 月 5

  

Valery Larbaud
Le cours permettra de découvrir la diversité des genres pratiqués par Larbaud. Il 
privilégiera l’analyse thématique et stylistique, permettant ainsi une pratique de 
l’explication de texte.

　Ce cours se propose de faire découvrir un écrivain méconnu, mais important, en mettant l’accent sur ses 
tensions multiples. Romancier, nouvelliste, poète, Larbaud fut aussi critique littéraire et critique d’art, traducteur 
ou un passeur pourrait-on dire. Ecrivain cosmopolite par excellence, il est aussi un écrivain de l’intimisme. 
Erudit ou lecteur des auteurs antiques comme de ses contemporains les plus modernes, Joyce notamment, 
Larbaud se montra capable d’associer préciosité et simplicité, classicisme et innovation. Sa finesse, sa délicatesse 
oscillent entre m?lancolie et humour.

A la fin du semestre un commentaire d’un bref extrait sera demandé à chaque étudiant. 
Assiduité et participation lors des cours seront également prises en compte dans l’évaluation.
  

フ ラ ン ス 語 学 研 究 演 習 Ⅱ 2 准教授 ヤン・メヴェル ２学期 月 5

  


