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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｄ 

(Introductory Seminars E1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
川端康成の「掌の小説」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川勝 麻里(KAWAKATSU MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学を読み解くための調査方法や知識を学び、文学を精読する力を身につける。また、レジュメ作成や発表の仕方、レポー

トの書き方について習得する。 

 

You will learn research methods and knowledge to understand Japanese literature, and acquire the ability to read literature 

carefully. You will also learn how to create presentation materials, presentations, and reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにゼミ発表の手引きとなる講義をおこなったあと、学生の発表に移る。 

川端康成はノーベル賞作家として優れた執筆活動をしてきたことはもちろん、入門演習として取り組みやすい文章量の作品も多

いので、じっくり読みの精度を上げるのに最適である。「掌の小説」とは、掌にのるほどかわいらしい小さな小説を愛でて作家本人

が名づけた言葉で、A4 サイズにプリントすれば 1～2 枚程度に収まる分量のものが多いが、完成度が高く、文学作品を読むこと

の素晴らしさも堪能できる。 

発表は指定の文庫本から各自が好きな小説を選び、おこなう。発表にあたり、選択できるテーマを用意した。同一テーマを繰り返

し発表することで学習効果を高める狙いがある。「映画」、「都市文化」、「夢・精神分析」、「児童文学・少女小説」、「昔話」の 5 つ

のキーワードからどれかを選び、発表する。 

 

First, I will give a lecture to guide the seminar presentation, and then move on to the student presentation.  

Yasunari Kawabata has not only done excellent writing activities as a Nobel Prize writer, but also has many works with a large 

amount of sentences that are easy to work on as an introductory exercise, so it is ideal for improving the accuracy of reading 

carefully.A "palm novel" is a novel that is small enough to fit in the palm of your hand, and is a word that the writer himself 

named. 

Many of them fit in one or two sheets if printed in A4 size, but they are completed.They are highly complete and you can enjoy 

the wonders of reading literary works. 

Everyone chooses their favorite novel from the designated paperback books and presents the seminar. For the presentation, I 

prepared several themes to choose from. The aim is to enhance the learning effect by repeatedly presenting the same theme. 

Select and announce one of the five keywords "movie",  "urban culture", "dream / psychoanalysis", "children's literature / 

girl novel", "old tale ". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと発表順決め 

2. レジュメの作り方：問題編成、語釈、読解、考察、先行研究、底本（初出と異同） 

3. 学生の発表 

4. 学生の発表 

5. 学生の発表 

6. 学生の発表 

7. 学生の発表 

8. 学生の発表 

9. 学生の発表 

10. 学生の発表 

11. 学生の発表 

12. 学生の発表 

13. 学生の発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者が自身の担当箇所を精査しレジュメと発表準備をするのはもちろんのこと、それ以外の学生も、テキストの精読と質疑の

準備をおこない、主体的に予習復習することが求められる。 



※授業前に指定の文庫本すべてに目を通し、どの小説で発表するか決めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/口頭議論・リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川端康成、1989 年、『掌の小説』、新潮文庫 (ISBN:978-4-10-100105-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


