
授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

プルースト研究
・マルセル・プルーストの作品を原書で精読することによって、文学作品の分析と文学

研究の方法を具体的に習得します。
・マルセル・プルーストに関する研究史を通覧することによって、19世紀から20世紀に

かけての小説の概念と方法の変遷を把握します。

・A la recherche du temps perdu『失われた時を求めて』から主要なテーマに即して抜粋したテクストを精読・
分析して、プルーストの文学世界の精髄を理解します。

・テクストの分析に際して、テーマごとに主要な先行研究を適宜参照し、研究方法を吟味します。
・取り上げる主要なテーマは次のとおりです。

１）時間と空間
２）記憶と忘却
３）文学と諸芸術
４）一人称
５）語り手と聞き手
６）フィクションと現実
７）ジャンル

・出席（40％）とレポート（60％）で評価します。
・『失われた時を求めて』のテクスト抜粋はコピーを配付します。
・参考書は授業時に指示します。

Eメールアドレス：fumio.kobayashi.d6@tohoku.ac.jp

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅰ ２ 非常勤
講師 小　林　文　生 集　中     

フランスのことばと社会
・フランスの社会文化史を把握する。
・文化の保持や変容のダイナミックを考察できる。
・異分野理解力や多分野研究への関心を高める。
・既存の方法論を再考し、個人研究で新たな地平を開くヒントを得る。

　内容は、１）都市・建築・芸術、２）言語とレトリック、３）現代社会の三部に分けて、現代近代歴史に横たわ
るフランス文化や社会の諸相を議論する。スライドによるさまざまなトピックを提供した後に、研究テーマや個人
的な関心にそって議論を行う。講師の研究紹介も交えるが、結果よりも方法論の思考プロセス解説を重視する。授
業は、知識集約型よりもインターアクティヴな形式であるので、自由闊達な参加を期待する。なお、使用言語は参
加者の言語能力により決める（フランス語のできる参加者ばかりの場合はフランス語が中心）。最後に簡単なレポー
トを書く。
　予定トピック：

・「陰影礼賛」と空間の比較文化論
・文化接触と文化変容：非言語レトリックの事例
・笑い文化の移転可能性
・フランス史概観
・西洋美術１：絵画分野
・西洋美術２：建築分野

・都市と祝祭：パリの事例
・フランスの教育制度
・フランスの民衆文化
・フランス文化政策
・EUの中のフランス
・フランス現代社会の諸問題

出席状況50％＋レポート50％
プリントを配布。

  

フ ラ ン ス 文 学 特 論 Ⅱ ２ 非常勤
講師 木　田　　　剛 集　中     



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

Annie Ernaux
Il s’agira, dans ce cours, d’éclairer un projet d’écriture qui met à mal les frontières 
génériques entre roman, journal, biographie et autobiographie, estompe également les 
limites entre individuel et collectif, dans la mesure où les récits d’Annie Ernaux 
cherchent à être ［transpersonnels］ .

　Annie Ernaux occupe une place de premier plan dans la littérature française contemporaine. Par son écriture 
même se dissipent les limites entre littérature, Histoire et sociologie. Au travers de portraits de figures familiales 
se dessinent des tableaux d’une société française provinciale et populaire, alors même que l’écrivain se définit 
comme un transfuge . A la recherche d’une vérité, l’œuvre d’Annie Ernaux tend à ce qu’elle nomme une 
écriture plate .

L’évaluation prendra la forme d’explications de texte et d’exposés.
  

  

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

Annie Ernaux
Comme le premier semestre, il s’agira, dans ce cours, d’éclairer un projet d’écriture qui 
met à mal les frontières génériques entre roman, journal, biographie et autobiographie, 
estompe également les limites entre individuel et collectif, dans la mesure où les 
récits d’Annie Ernaux cherchent à être ［transpersonnels］ .

　Annie Ernaux occupe une place de premier plan dans la littérature française contemporaine. Par son écriture 
même se dissipent les limites entre littérature, Histoire et sociologie. Au travers de portraits de figures familiales 
se dessinent des tableaux d’une société française provinciale et populaire, alors même que l’écrivain se définit 
comme un transfuge . A la recherche d’une vérité, l’œuvre d’Annie Ernaux tend à ce qu’elle nomme une 
écriture plate .

L’évaluation prendra la forme d’explications de texte et d’exposés.
  

  

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



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標
◆　授業内容・目的・方法

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

中世・ルネサンスの仏語仏文学研究⑴
中期（14・15世紀）及び16世紀のフランス語およびそれによって書かれた作品の研究に
関する基礎知識を習得する。

　前年度に引き続き、フランス語による神学・哲学的散文の嚆矢であり、思想史的にも重要な位置を占めるジャン・
カルヴァンの『キリスト教綱要』の1541年フランス語版（Olivier Millet 校訂版）を読みます。近代校訂諸版を適
時参照し、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。前年度に受講していない
人や中期フランス語を読んだ経験が無い人でも、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Ⅳ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（こちらだ
けでの受講も可能です）。

出席100％
Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne （1541）, éd. par Olivier Millet, Geneve, Droz, 
2008.

  

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅲ ２ 准教授 黒　岩　　　卓 １学期 月 ３

中世・ルネサンスの仏語仏文学研究⑵
古フランス語およびそれによって書かれた作品の研究に関する基礎知識を習得する。

　前年度に引き続き、現存最古の仏語宗教劇である『アダム劇』（Véronique Dominguez 校訂版）を読みながら、
古仏語の基礎を学びます。近代校訂諸版を適時参照し、また写本のファクシミレなどを適時利用することで、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。前年度未参加で古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、前期のフランス文学研究演習Ⅲ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（こちらだけでの受講も可能です）。

出席100％
Le Jeu d’Adam, édition bilingue, établie, traduite, présentée et annotée par Véronique 
Dominguez, Paris, H. Champion, 2012.

  

フ ラ ン ス 文 学 研 究 演 習 Ⅳ ２ 准教授 黒　岩　　　卓 ２学期 月 ３



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

フランス語学の現代的トピックＩ
⑴　フランス語学・一般言語学・仏英日対照言語学の基礎が理解できる。
⑵　フランス語学の研究史が把握できる。
⑶　語学研究の方法論が理解できる。
⑷　言語に潜在する主観性概念への関心が高まる。

　フランス語に関する論文を読みながら、フランス語学・一般言語学・言語学史・対照言語研究の基礎概念を紹
介・解説し、フランス語の諸現象について考える。また、日本語、英語との対照的考察を行う。

筆記試験60%＋出席40%
プリント使用。
参考書：阿部宏『言葉に心の声を聞く』東北大学出版会。
他に、関連図書について、適宜推薦します。

連絡先：メイルhrshabe@m.tohoku.ac.jp　Tel./Fax.：022－795－7689
オフィスアワー：月　14：40－16：00、火　14：40－16：00

フ ラ ン ス 語 学 研 究 演 習 Ⅰ ２ 教授 阿　部　　　宏 １学期 水 ５

フランス語学の現代的トピックⅡ
⑴　フランス語学・一般言語学・仏英日対照言語学の基礎が理解できる。
⑵　フランス語学の研究史が把握できる。
⑶　語学研究の方法論が理解できる。
⑷　言語に潜在する主観性概念への関心が高まる。

　フランス語に関する論文を読みながら、フランス語学・一般言語学・言語学史・対照言語研究の基礎概念を紹
介・解説し、フランス語の諸現象について考える。また、日本語、英語との対照的考察を行う。

筆記試験60%＋出席40%
プリント使用。参考書については、教室で現物を見せて、適宜推薦します。

連絡先：メイルhrshabe@m.tohoku.ac.jp　Tel./Fax.：022－795－7689
オフィスアワー：月　14：40－16：00、火　14：40－16：00

フ ラ ン ス 語 学 研 究 演 習 Ⅱ ２ 教授 阿　部　　　宏 ２学期 水 ５



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

Le théâtre de Samuel Beckett, d’En attendant Godot à Oh les beaux jours
Ce cours apprendra comment expliquer un texte dramatique, en prenant en compte 
ses spécificités.

　Trois pièces de Samuel Beckett, En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours, feront l’objet de ce 
cours. La première de ces pièces, en particulier, permettra de s’interroger sur la manière dont Beckett a 
révolutionné le théâtre. Nous évoquerons tout d’abord le statut particulier d’un écrivain partagé entre plusieurs 
cultures et la genèse d’une œuvre bilingue. Si le théâtre de Beckett a pu être perçu comme relevant d’un théâtre 
de l’absurde , nous nous demanderons dans quelle mesure cette qualification peut être justifiée. Nous aurons, 
dans cette perspective, à analyser les ressorts du comique et du tragique, ainsi que les rapports qu’ils 
entretiennent. L’étude du comique donnera une large place au jeu sur la théâtralité qui se déploie dans les 
premières pièces de Beckett. Il sera, de ce fait, utile de se demander quel（s） type（s） de mise（s） en scène elles 
peuvent appeler. Enfin, nous nous pencherons sur les problèmes spécifiques d’interprétation que soulèvent ces 
pièces, notamment par leur rapport au symbolique.

L’évaluation portera sur la maîtrise de l’explication d’un texte dramatique.

  

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

Le théâtre de Samuel Beckett, d’En attendant Godot à Oh les beaux jours
Comme le premier semestre, ce cours apprendra comment expliquer un texte 
dramatique, en prenant en compte ses spécificités.

　Trois pièces de Samuel Beckett, En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours, feront l’objet de ce 
cours. La première de ces pièces, en particulier, permettra de s’interroger sur la manière dont Beckett a 
révolutionné le théâtre. Nous évoquerons tout d’abord le statut particulier d’un écrivain partagé entre plusieurs 
cultures et la genèse d’une œuvre bilingue. Si le théâtre de Beckett a pu être perçu comme relevant d’un théâtre 
de l’absurde , nous nous demanderons dans quelle mesure cette qualification peut être justifiée. Nous aurons, 
dans cette perspective, à analyser les ressorts du comique et du tragique, ainsi que les rapports qu’ils 
entretiennent. L’étude du comique donnera une large place au jeu sur la théâtralité qui se déploie dans les 
premières pièces de Beckett. Il sera, de ce fait, utile de se demander quel（s） type（s） de mise（s） en scène elles 
peuvent appeler. Enfin, nous nous pencherons sur les problèmes spécifiques d’interprétation que soulèvent ces 
pièces, notamment par leur rapport au symbolique.

Les étudiants auront à présenter un exposé.
  

  

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


