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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ａ 

(Introductory Seminars B1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学にみる少年少女 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

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） 
EAL1313 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，多文化世界がもたらす諸問題への理解を

深める。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own, thereby broadening the knowledge of issues faced by the 

multicultural world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎週，読み切りの形で，少年少女が登場する２０世紀のアメリカ文学（短編小説）を精読する。それは，無垢と経験の間に揺れる

アメリカ文化の特性を反映するものである。作品の選択にあたっては，ジェンダーや人種・エスニシティの多様性にも配慮する。 

 あらかじめ指名された担当者チームは，授業日の４日前までに，担当作品の内容解釈に関する質問２つを用意する。受講者は

全員，その質問のうちひとつを選び，授業日の前日までに Blackboard 経由で筆記回答をあらかじめ提出する。授業時には，担当

者チームがレジュメを用意して，取り上げる作品の内容を要約したうえで，難解な英語表現には語注を付して解説する。その後，

自分が選んだ質問に関するグループ・ディスカッションをおこなったのち，クラス全体で２つの質問に関する議論を行う。筆記回答

については，次週授業時までに，担当教員が各受講者にコメントを返す。 

 また，毎週の授業とは別に，課題図書として，ウィリアム･サローヤンの『ヒューマン･コメディ』を邦訳で読み，中間レポートを提出

して頂く。 

 

  Every week, we will read a twentieth-century American short story that features a young boy/girl. It is a symbolic expression 

of the interface between innocence and experience in American culture. Special attention will be given to the diversity of 

chosen texts in terms of gender, race, and ethnicity.  

  Assigned teams will prepare a couple of questions about interpretive possibilities of the assigned text 4 days prior to the 

class meeting, and class participants will answer one of the questions in written form on Blackboard by the day before the class 

meeting. During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a summary and detailed linguistic 

explications of the assigned text. Then, students will participate in a group discussion about one of the two questions, followed 

by a class debate about each question. Written answers to the questions will be returned to each student the following week 

with the instructor's comments. 

  Besides weekly assignments, students will be required to read and write an essay on William Saroyan's The Human Comedy in 

Japanese translation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. William Saroyan の短編を読む（１） 

3. William Saroyan の短編を読む（２） 

4. William Saroyan の短編を読む（３） 

5. William Saroyan の短編を読む（４） 

6. Erskine Caldwell の短編を読む（１） 

7. Erskine Caldwell の短編を読む（２） 

8. Erskine Caldwell の短編を読む（３） 

9. Erskine Caldwell の短編を読む（４） 

10. 女性作家の短編を読む（１） 

11. 女性作家の短編を読む（２） 

12. 女性作家の短編を読む（３） 

13. 女性作家の短編を読む（４） 

14. 課題図書についての読書会 

 

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



毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。予習には，大学図書館のオンライン･データベースからアクセスできる

KOD（Kenkyusha Online Dictionary）の利用を推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/課題図書中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. サローヤン、2017、『ヒューマン･コメディ』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334753597) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 

注意事項（Notice） 

 


