
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

女性と西洋音楽の歴史
主にドイツ音楽を中心に、西洋音楽史における男性中心の価値観を再検討する。

　先史時代から現代にいたる西洋音楽の歴史をジェンダー論の視点から概観し、音楽に現れた男女の役割分担・性
による差別などについて考察する。取り上げる人物は、ヒルデガルト・フォン・ビンゲン、フェーリクス＆ファ
ニー・メンデルスゾーン、ローベルト＆クラーラ・シューマン、『カルメン』、『蝶々夫人』、グスターフ＆アルマ・
マーラー、マルレーネ・ディートリヒなど。随時、ＤＶＤやＣＤを鑑賞する。

レポート［60％］・口頭発表［10％］・出席［30％］
参考書は講義中に随時指示する。

  

ド イ ツ 文 学 特 論 Ⅰ ２ 非常勤
講師 山　下　　　剛 １学期 木 ２

ベッティーナ・フォン・アルニムと近代ドイツ市民社会
近代ドイツ市民社会や文学史において特異な位置を占める女性作家ベッティーナ・フォ
ン・アルニム（旧姓ブレンターノ）の全体像を明らかにする。

　クレーメンス・ブレンターノの妹、アヒム・フォン・アルニムの妻として知られるベッティーナは近年、作家と
してだけでなく、音楽愛好家、社会活動家としても注目を集めつつある。ただ、その著作や人物像はまだ十分に知
られているとは言い難い。本講義では、ジェンダー論の視点を生かしつつ、ベッティーナの多面的な活動の様子を、
代表的な著作の紹介や同時代人たちとの幅広い交流を通して考察する。取り上げる人物は、ゾフィー・フォン・
ラ・ロッシュ、ブレンターノ、アルニム、ギュンデローデ、ゲーテ、ベートーヴェン、グリム兄弟、ハイネ、シュー
マン夫妻、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム４世等々である。

レポート［60％］・口頭発表［10％］・出席［30％］
主にプリント使用

  

ド イ ツ 文 学 特 論 Ⅱ ２ 非常勤
講師 山　下　　　剛 ２学期 木 ２



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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◆　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

◇　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

ドイツ民間伝承研究─タンホイザー伝説の起源と変容
１）古い伝説をもとに、それを語り継いだドイツの人びとの生きざまを想像する。
２）「伝説」という物語ジャンルを、それが記録された時代に即して歴史的に捉える。
３）ドイツの民話・伝説研究の基礎的な概念と文献をおさえる。

　放浪の詩人タンホイザーは、女神ヴィーナスの山で至福の時をすごした。やがて罪への悔悟の思いから、この異
界の女のもとを去り、ローマ教皇を訪れて懺悔する。しかし教皇はタンホイザーを冷たくはねつけ…。このドイツ
の有名な伝説を、どのように読み解けばよいのか。起源はどこにあり、そしてそもそも、だれのために語られた物
語なのか。歴史的・文化的コンテキストをふまえながら、民間伝承のメッセージを考えます。よく似た構造をもつ
日本の浦島伝承や、ヴァーグナーの楽劇なども参照してみましょう。そしてこの作業のなかで、ドイツの民間伝承
研究の基礎的な概念や文献を整理します。およそ以下の流れで進めます。
　  【１】  グリム版のタンホイザー伝説
　  【２】  起源としての16世紀バラード
　  【３】  19世紀ドイツロマン派のタンホイザー・ブーム
　  【４】  浦島伝承とケルト伝承、中世聖人伝起源説と教皇批判説
　  【５】  「緑なす杖」のモチーフ、中世ミンネザング、ドイツの霊魂の山、まとめ

平常点50％＋レポート50％
【教科書】プリントを配布する
【参考書】授業中に指示する

  

ド イ ツ 文 学 特 論 Ⅲ ２ 非常勤
講師 吉　田　孝　夫 集　中

⑴     

18世紀ドイツ戯曲の誕生V
文学作品には、それを生み落とす時代や諸々の文学的伝統が重層的に刻印されている
が、作品の独自性は、その枠組みを越えて生まれてくる。原典を読みながら、かかる文
学の創造性を味わう眼力を培う。

　「啓蒙の世紀」とは、たえず近代と近世が衝突しつづけ、漸次的に地殻変動を起こす過程にほかならない。近代
社会が、突如、フランス革命後に誕生したわけではないのである。この点を見定めながら、18世紀ドイツの戯曲に
焦点を絞って、いかに近代の文学が創出されてゆくのか、考える。
　まず、レッシングの悲劇『エミーリア・ガロッティ』（1772）やゲーテの『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』
（1773）を以て、擬古典主義の藪が払われ、新文学への道が切り開かれた。ついで、J.M.R.レンツの喜劇『家庭教師』
（1774）や喜劇『軍人たち』（1776）は、旧文学に抗して噴流のごとく奔騰する絵巻を繰り広げてゆく。ドイツの
市井風俗百態を、その体内に巣食う矛盾とともに活写する戯曲の誕生である。
　この点を念頭に置いて、『エミーリア・ガロッティ』の台詞の一言一句を味わいながら、読み進める。

レポート［30％］・出席［70％］
テキスト（Lessing, Gotthold Ephraim: Emilia Galotti. Stuttgart: Reclam, 2012 .）は、プリント
で配布する。
参考文献はつぎのとおり。
Goethe, Johann Wolfgang: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Stuttgart: Reclam, 
2004.
Lenz, Jakob Michael Reinhold: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. Stuttgart: 
Reclam, 2001.
Lenz, Jakob Michael Reinhold: Die Soldaten. Stuttgart: Reclam, 2004.
柴田翔『内面世界に映る歴史　ゲーテ時代ドイツ文学史論』筑摩書房、1986年。
坂井栄八郎『ゲーテとその時代』朝日選書、1996年。

  

ド イ ツ 文 学 研 究 演 習 Ⅰ ２ 非常勤
講師 佐　藤　研　一 １学期 金 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

18世紀ドイツ戯曲の誕生Ⅵ
文学作品には、それを生み落とす時代や諸々の文学的伝統が重層的に刻印されている
が、作品の独自性は、その枠組みを越えて生まれてくる。原典を読みながら、かかる文
学の創造性を味わう眼力を培う。

　「啓蒙の世紀」とは、たえず近代と近世が衝突しつづけ、漸次的に地殻変動を起こす過程にほかならない。近代
社会が、突如、フランス革命後に誕生したわけではないのである。この点を見定めながら、18世紀ドイツの戯曲に
焦点を絞って、いかに近代の文学が創出されてゆくのか、考える。
　まず、レッシングの悲劇『エミーリア・ガロッティ』（1772）やゲーテの『ゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン』
（1773）を以て、擬古典主義の藪が払われ、新文学への道が切り開かれた。それを踏まえて、J.M.R.レンツの喜劇『家
庭教師』（1774）や喜劇『軍人たち』（1776）は、旧文学に抗して噴流のごとく奔騰する絵巻を繰り広げてゆく。ド
イツの市井風俗百態を、その体内に巣食う矛盾とともに活写する戯曲の誕生である。
　この点を念頭に置いて、『エミーリア・ガロッティ』の台詞の一言一句を味わいながら、読み進める

レポート［30％］・出席［70％］
テキスト（Lessing, Gotthold Ephraim: Emilia Galotti. Stuttgart: Reclam, 2012 .）は、プリント
で配布する。
参考文献はつぎのとおり。
Goethe, Johann Wolfgang: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Stuttgart: Reclam, 
2004.
Lenz, Jakob Michael Reinhold: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. Stuttgart: 
Reclam, 2001.
Lenz, Jakob Michael Reinhold: Die Soldaten. Stuttgart: Reclam, 2004.
柴田翔『内面世界に映る歴史　ゲーテ時代ドイツ文学史論』筑摩書房、1986年。
坂井栄八郎『ゲーテとその時代』朝日選書、1996年。

  

ド イ ツ 文 学 研 究 演 習 Ⅱ ２ 非常勤
講師 佐　藤　研　一 ２学期 金 ４

Werke der literarischen Moderne und deren Verfilmungen （Teil Ⅰ）
Steigerung der Textverstehensfähigkeit / Sprechkompetenz; Verbesserung des 
schriftlichen Ausdrucksvermögens; Erweiterung der Kenntnisse über Werke 
einflussreicher Schriftstellerinnen und Schriftsteller deutschsprachiger Literatur; 
Bewusstmachen der Strategien und der Besonderheiten sowie der spezifischen 
Probleme filmischer Realisation der jeweiligen Werke.

　Lektüre einzelner bedeutender Werke ‒ speziell ausgewählte Textauszüge ‒ und das Ansehen der Filme ‒ 
zum Teil zu vereinbarten Sichtterminen außerhalb der Unterrichtszeit; Sprechen über die Texte und die 
filmischen Interpretationen; Hintergrundmaterial zu den Verfilmungen wird bereitgestellt; Bearbeiten von 
Arbeitsblättern.
　Der Schwerpunkt liegt bei Thomas Manns erzählerischem Werk.

Schriftliche Prüfung （＝Test）：60%, Anwesenheit / Vorbereitung / Mitarbeit：40％
Bekanntgabe nach Festlegung der thematischen Schwerpunkte.
Im Zusammenhang mit Thomas Manns Werk werden die folgende Textausgabe verwendet: 
⑴ Thomas Mann Große kommentierte Frankfurter Ausgabe （GKFA）, herausgegeben von 
Heinrich Detering et al., S. Fischer Verlag Frankfurt a. M., 2000 ff.  ⑵ Thomas Mann: 
Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2 . Auflage 1974 

［1. Auflage 1960］

  

ド イ ツ 文 学 研 究 演 習 Ⅲ ２ 教授 シュミッツ，ブリギッテ １学期 水 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

Werke der literarischen Moderne und deren Verfilmungen （Teil Ⅱ）
Steigerung der Textverstehensfähigkeit / Sprechkompetenz; Verbesserung des 
schriftlichen Ausdrucksvermögens; Erweiterung der Kenntnisse über Werke 
einflussreicher Schriftstellerinnen und Schriftsteller deutschsprachiger Literatur; 
Bewusstmachen der Strategien und der Besonderheiten sowie der spezifischen 
Probleme filmischer Realisation der jeweiligen Werke.

　Lektüre einzelner bedeutender Werke ‒ speziell ausgewählte Textauszüge ‒ und das Ansehen der Filme ‒ 
zum Teil zu vereinbarten Sichtterminen außerhalb der Unterrichtszeit; Sprechen über die Texte und die 
filmischen Interpretationen; Hintergrundmaterial zu den Verfilmungen wird bereitgestellt; Bearbeiten von 
Arbeitsblättern.
　Der Schwerpunkt liegt bei Thomas Manns erzählerischem Werk.

Schriftliche Prüfung （＝Test）：60%, Anwesenheit / Vorbereitung / Mitarbeit：40％
Bekanntgabe nach Festlegung der thematischen Schwerpunkte.
Im Zusammenhang mit Thomas Manns Werk werden die folgende Textausgabe verwendet: 
⑴ Thomas Mann Große kommentierte Frankfurter Ausgabe （GKFA）, herausgegeben von 
Heinrich Detering et al., S. Fischer Verlag Frankfurt a. M., 2000 ff.  ⑵ Thomas Mann: 
Gesammelte Werke in dreizehn Bänden, Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2 . Auflage 1974 

［1. Auflage 1960］

  

ド イ ツ 文 学 研 究 演 習 Ⅳ ２ 教授 シュミッツ，ブリギッテ ２学期 水 ３

近現代ドイツ短編小説講読
ドイツ語の語彙力を強化し、文構造に慣れ、読解力を高める。それによって近現代のド
イツ語の短編小説の特性を考察する。

　ドイツ語で書かれた短編小説を読み、ドイツ文学一般の特徴と個々の作家の魅力を探る。今期は、先学期からの
続きで、Musil：Grigia を読む。先学期からの続きではあるが、今学期だけの受講も可能なように、最初の授業で
これまでの概要を説明する。

平常点（出席、授業での発言、質疑）［100％］
プリントを配布する。

  

ド イ ツ 文 化 学 特 論 Ⅰ ２ 教授 嶋　崎　　　啓 １学期 金 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

◇　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

近現代ドイツ短編小説講読
ドイツ語の語彙力を強化し、文構造に慣れ、読解力を高める。それによって近現代のド
イツ語の短編小説の特性を考察する。

　ドイツ語で書かれた短編小説を読み、ドイツ文学一般の特徴と個々の作家の魅力を探る。今期も、先学期からの
続きで、Musil：Grigia を読む予定である。先学期からの続きではあるが、今学期だけの受講も可能なように、最
初の授業でこれまでの概要を説明する。

平常点（出席、授業での発言、質疑）［100％］
プリントを配布する。

  

ド イ ツ 文 化 学 特 論 Ⅱ ２ 教授
教授

嶋　崎　　　啓
森 本 浩 一 ２学期 金 ３

中高ドイツ語講読
中高ドイツ語の文学作品を読み、表現が理解できるようになる。ヨーロッパ中世の文化
や世界観についての知識を深める。

　中高ドイツ語（Mittelhochdeutsch）を理解することを目指し、13世紀初頭に書かれた「ニーベルンゲンの歌」
を講読する。
　授業は次ようのような形で進める。

１－３回目：中高ドイツ語の基礎知識
４－15回目：「ニーベルンゲンの歌」講読

平常点（出席、授業での発言、質疑）［100％］
テクスト：Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsh/Neuhochdeutsch. Stuttgart: Reclam 1997.
参考書：『中高ドイツ語小辞典』同学社
　　　　浜崎長寿『中高ドイツ語の分類語彙と変化表』大学書林
　　　　M. Lexers Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart: Hirzel.

  

ド イ ツ 文 化 学 研 究 演 習 Ⅰ ２ 教授 嶋　崎　　　啓 １学期 月 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：

－376－

◆　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

◇　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

中高ドイツ語講読
中高ドイツ語の文学作品を読み、表現が理解できるようになる。ヨーロッパ中世の文化
や世界観についての知識を深める。

　中高ドイツ語 （Mittelhochdeutsch） を理解することを目指し、13世紀初頭に書かれた「ニーベルンゲンの歌」を
講読する。
　授業は次ようのような形で進める。

１－３回目：中高ドイツ語の基礎知識
４－15回目：「ニーベルンゲンの歌」講読

平常点（出席、授業での発言、質疑）［100％］
テクスト：Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsh/Neuhochdeutsch. Stuttgart: Reclam 1997.
参考書：『中高ドイツ語小辞典』同学社
　　　　浜崎長寿『中高ドイツ語の分類語彙と変化表』大学書林
　　　　M. Lexers Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart: Hirzel.

  

ド イ ツ 文 化 学 研 究 演 習 Ⅱ ２ 教授 嶋　崎　　　啓 ２学期 月 ４

●
●

●

●
●

●

● ● ● ● ● ● ●


