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Second semester: Wed.／13:00 - 14:30

YAMAHATA, Tomoyuki

When reading Japanese literature, it is often necessary to understand the background of 

traditional Japanese philosophy. Because Japanese philosophy has been composed of 

traditions based on foreign philosophies, it sometimes takes effort to understand.

Therefore, based on the arguments presented by some of the most influential figures in 

the formation of philosophy in Japan, this course aims to understand the Japanese 

philosophy behind such well-known concepts as Hell, Zen, and Bushidō.

Students will

(1) develop knowledge about the main issues and notions in Japanese Philosophy.

(2) appropriately sift through necessary information from various Japanese resources 

according to the topics.

(3) be able to summarize the knowledge gained from the surveys and communicate it to 

others in an understandable way.

[Guidance] (Week 1)

Characteristics of "Japanese Philosophy"

[Section 1] Indian and Chinese Influences (Weeks 2-3)

The Buddhism in Indian religions

Chinese Philosophy and Mahāyāna Buddhism

[Section 2] The Japanese Development of Buddhism (Weeks 4-11)

Foundations of Japanese Buddhism: Nara Buddhism, Saichō and Kukai

The Jōdo (Pure Land) and Nenbutsu in the Mappō period (the period of the 

degeneration of the Buddha's law): Hōnen and Shinran

Japanese reception of Chinese Zen: Kanna-Zen and Mokushō-Zen

Belief in the Hokekyō (Lotus Sutra): Nichiren

[Section 3] Human Society and the Basis of Ethics (Weeks 12-14)

The creation of Neo-Confucianism and its spread to East Asia

Social Ethics, Confucianism, and Neo-Confucianism: Itō Jinsai and Ogyū Sorai

Extraction of "Japan": Motoori Norinaga and Hirata Atsutane

[Section 4] Report Writing (Week 15)

Final Report Writing

Read the assigned texts and prepare your questions and comments.

- Class Participation 20%

- Assignments 30%

- Final Paper 50%

No textbooks. The instructor will provide handouts.

We will permit students to attend the class online only in unavoidable circumstances.

Japanese Philosophy, Buddhism, Confucianism, Shinto, National Learning, Information 

gathering, Academic writing
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日本語演習（日本哲学）

第2学期：水／13:00～14:30

山畑　倫志
日本語の文献を読む際に、その背景として日本の伝統的な哲学の理解が必要な
場面がたびたびある。しかし、日本の哲学は様々な外来思想に由来する複数の
伝統から形成されてきたため、どのように理解すればよいか、わかりにくいこ
とが多い。
この授業では、日本における哲学の形成に大きな影響を与えた人物たちが示し
た論点をもとに、地獄などの死生観の変化や禅、武士道といったよく知られた
概念の背景にある日本哲学の理解を目指す。
（1）日本の哲学における主要な論点や概念について理解を深める。
（2）目的に応じてさまざまな日本語の文献から必要な情報を検索・収集するこ

とができる。
（3）文献調査から得られた結果を日本語でまとめ、わかりやすい表現で他者に

つたえることができる。
【ガイダンス】（第1週）
・「日本の哲学」について
【セクション1：インドと中国の影響】（第2－3週）
・インドの諸宗教における仏教の位置づけ
・中国の伝統哲学と大乗仏教
【セクション2：仏教の日本的な発展】（第4－11週）
・日本仏教の基礎（奈良仏教、最澄、空海）
・末法における浄土と念仏（法然、親鸞）
・中国禅の日本的受容（看話禅と黙照禅）
・法華経への信仰（日蓮）
【セクション3：人間社会と倫理の根拠】（第12-14週）
・朱子学の創出と東アジアへの広がり
・社会倫理と儒学、朱子学（伊藤仁斎、荻生徂徠）
・「日本」の抽出（本居宣長、平田篤胤）
【セクション4：レポート作成】（第15週）
・最終レポートの作成
事前に配られる文章を読み、質問やコメントを準備する。
・授業参加　20%
・課題　30%
・最終レポート　50%

教員による資料配布。
日本の哲学、日本の宗教、仏教、儒学、神道、国学、情報収集、アカデミッ
ク・ライティング
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到達目標

授業計画

準備学習
成績評価の基準と方法

備　　考
テキスト・教科書
キーワード

やまはた ともゆき

　　よう  び　　  じ かん

　　  たん　 とう　 しゃ

　　じゅぎょう　　　もく ひょう

　　　とう たつもく ひょう

　　  じゅぎょうけいかく

　　 じゅん び がく しゅう

せいせきひょうか　　  きじゅん　  ほう ほう

　　　 び　　　　 こう

　　　　　　　 きょう　か　しょ
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