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授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。  

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『夷堅志』は、中国南宋の洪邁（1123～1202）が編纂した志怪小説集である。この書は洪邁が官僚に在職中に、様々な地域で伝

え聞いた怪異な事柄を書き記したもので、神仙、幽鬼、妖怪などをはじめ、風俗習慣、異聞、詩詞、医薬などに関する多様な話を

収録している。元は全 420 巻であったが、散逸してしまい現在残っているのは 207 巻である。『太平広記』に匹敵するほどの大著

として、後代の文学に大きな影響を与えた志怪小説集である。 

 授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備した

レジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読

するのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

 "Ikenshi" is a tales of the miraculous compiled by Hong Mai (1123-1202) of Song dynasty in China. This book is a description 

of mysterious tales that Hong Mai heard in various regions while he was a bureaucrat, including immortal wizards, ghosts, 

monsters, manners and customs, curious episodes, verse, Contains various stories such as medical. Originally 420 volumes, but 

were lost, and 207 volumes remain. It's tales of the miraculous which had a big influence on literature of posterity as the 

voluminous work which is to the extent it equals "Taiping Guangji ". 

 For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－『夷堅志』概説、漢文訓読要領 1、発表の順番など 

2. ガイダンス－漢文訓読要領２、発表・調査方法、レジュメの作り方など 

3. 担当者による発表と討論１（塩商人が盗賊に遇って殺された後、幽鬼となって妻に死体の場所を知らせた話など） 

4. 担当者による発表と討論２（ドジョウ売り商人が残酷な方法でドジョウを殺したために報いを受けた話など） 

5. 担当者による発表と討論３（四人の男が上京のために泊まった宿で豚に似た妖怪に襲われた話など） 

6. 担当者による発表と討論４（寺に雷が落ちた後、神によって修行者らが外に連れ出されて死んだ話など） 

7. 担当者による発表と討論５（道にあった大蛇を追い払った後、キノコを採って煮たら百匹の蛇が現れた話など） 

8. 担当者による発表と討論６（人の背中の皮膚と肉の間から三匹のスッポンが生まれた話など） 

9. 担当者による発表と討論７（幽鬼が現れ、葬礼の時に片方の靴を失くしたまま冥府に行ったと告げた話など） 

10. 担当者による発表と討論８（一匹の青蛇が現れた後、激しい雷雨が降ったので蛇は龍であったと疑った話など） 

11. 担当者による発表と討論９（赴任先に現れた女（幽鬼）と結ばれ、病気にかかり衰弱していった話など） 

12. 担当者による発表と討論 10（嫁の不倫に怒った姑が嫁に殺された後、幽鬼となって復讐した話など） 

13. 担当者による発表と討論 11（船から落ちて死んだと思った子が妖怪にさらわれ、後に漁師によって救われた話など） 

14. 担当者による発表と討論 12（薬を服用中に一瞬で姿が消えた妻が山奥の洞窟の水の上に浮いていた話など） 

 

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

漢文訓読のための学習をしておくこと。 

発表のための準備はできるだけ早く始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 



 

テキスト（Textbooks） 

1. 洪邁撰・何卓點校、2006、『古典小説叢刊［宋］『夷堅志』』、中華書局 

テキストはプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 菊地隆雄編著、2013、『漢文必携』、桐原書店 

2. 洪邁撰・斎藤茂他訳註、2014、『夷堅志』訳注〈甲志上〉、汲古書院 

3. 竹田晃・黒田真美子編、2005、『中国古典小説選７『緑珠伝・楊太真外伝・夷堅志他』』、明治書院 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


