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量 塁
講座・講師名 講座の内容 日時・受講料

卜■マス・マン

『魔の山』を読絡 く
一危機の時代の錬金術的変成

と救済の物語

『魔の山』(1912～ 1924年執筆)は、平凡な一青年の無垢な魂が、第
一次世界大戦勃発までの7年間、「魔の山」という錬金術の増場の中でど
のような変成を遂げるかを描いた 20世紀ドイツ文学を代表する作品で
す。時代の危機的状況を背景に、精神と自然、生と死、合理と非合理の
ロマン主義的な葛藤の克服と新たな可能性を模索する「魂の錬金術的変
成と救済の物語」、その魅力に通り、いまなお全く色褪せぬその今日的意
義に目を向けます。

1)4月  『 トーニオ・クレーグル』から『ヴェニスに死す』まで
2)5月  ①マンとドイツロマン主義・ フーグナー・ニーチェ・フロイト

②マンと■ング、特にその錬金術心理学
3)6月  『魔の山』第 1章～第 4章‐身体の病と精神の病/死への共感
4)7月  第 5章～第 6章「フルプルギスの夜」と「雪」

第 7章「ベーベルコルン」
5)8月  第7章「妙音の費宴」
6)9月  ①エビローグ「露餞」(第一次世界大戦)

一戦火とシューベルト「菩提樹」

②二つの世界大職とマン、あるいはマンとユング

第 1・ 3月曜

13:30～ 15:00

3ヵ 月 (6回)16,200円
4～6月 /7～ 9月

⑪
ドイツ語の識
|ドイシリ

ー■―卜|
(入門縮2)

一シューベルト/ミ ュラー

『冬の旅』の詩を学び、

歌を味わう

九州大学名誉教授

池田 紘一

ドイツリート (ドイツ歌曲)の比類ない特色は、「詩」と「音楽」の結
合にあります。作曲家は、詩の言葉の意味と響きに動かされて作曲し、

歌い手もまた、そこに重きをおいてうたうのです。本講座では『冬の旅』
全24曲のミュラーによるドイツ語の詩の「発音」、「語法」、「語義」、「韻
律」などを学び、朗読の練習をし、そののちフイッシャー・ディースカ

ウの絶唱 (CD)を聴き、 ドイッ語の詩の側面から、言葉と歌の絶妙な融
合を味わい、 ドイツリートの魅力に触れます。ドイツ語初心者も大歓迎
です !

1)4月  ドイツ語の発音と語法と詩め構造 (韻律など)

=鴫 眼嚇」、(「野書薇」)を引に
2)5月  「おやすみ」。「風見」・「凍つた涙」・「かじかみ」・「蓄提樹」・

「あふれる涙」

3)6月  「川の上で」・「かえりみ」・「鬼火」・「休息」
4)7月  「春の夢」・ 1聰」。「郵便馬車」・「霜おく髪」。「からす」・

「最後の希望」・「村にて」
5)8月  「臓の朝J・「まほろし」,「道しるべ」
6)9月  「宿」・「勇気」・「まほろしの太陽」。「辻音楽師」

第 1・ 3月曜

15:30～ 17:00

3ヵ 月 (6回 )161200円
4～ 6月 /7～ 9月

⑪
西洋文学入門

恋愛と読書
T恋愛文学の主人公は
本を読む

九州大学大学院人文科学研究院教授

小黒 康正

恋愛文学の主人公はなぜかよく本を読む。西洋の近代文学には、主人
公の読書をさりげなく描くものが多い。文学における新しい美の創造は、

新しい恋愛観の提示であり、同時に読書行為の新たな検証でもあります。

本講義では、「恋愛」と「読書」という視点から恋愛文学の名著をひも
ときます。具体的には『若きウェルテルの悩み』『赤と黒』『女の一生』
などを扱い、併せて日本文学の『三四郎』『友情』『ノルウェイの森』な
ども比較検討していきます。

第 1木曜
13:30～ 15100

6ヵ 月 (6回)16,200円
4～ 9月

⑪
『徒然草』を読む

九州大学大学院人文科学研究院准教授

川平 敏文

『徒然草』は、室町時代に歌人たちの間で書写され伝わったことが知
られていますが、江戸時代のはじめに木活字本が刊行されると、注釈書
を合めて多種の版本 じ絵入本がそれに続き、読者層も広範囲に及ぶよう
になりました。『徒然草』が現在まで多くの人に読み継がれている魅力に
ついて、全章段の講読を通して考えてみたいと思います。各章段ごとに

表現された兼好の思索のあり方や人間観の特色などについて、前後の章
段との連続性にも留意しながら探ってみましょう。

第 2・ 4木曜
10:00～ 11:30

3ヵ 月 (6回)14,904円
4～6月 /7～ 9月
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