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授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品をクラス全体で読むことにより、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を味わいながら「今後

の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストの読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポ

ート作成の基礎を学び、実践していく。 

 

Through reading literature in English, not only will the students be able to experience the joy of literature as outlined in the 

curriculum map, but they will also cultivate reading comprehension skills that form the basis for future study and research. 

Specifically, the students will learn essential skills regarding interpretation of literary texts, communication of ideas and 

academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 英語で書かれたサイエンス・フィクション（SF）、あるいはファンタジーの名作とされる短編小説を読んでいく。特に SF を読む楽し

みとして、過去の作者がどのような未来の世界を想像したかを知るのも一つだが、この授業では特に、異化装置としての SF に注

目する。すなわち、各 SF において、読者にとってなじみのある現実・世界観が如何に歪められた形で投影されているか、そして、

その「歪み」が読者に提示するものとは何か、という問題意識を持って各作品を読解していく。 

 授業と平行して、課題図書である H. G. Wells の The Time Machine(1895) の日本語訳を読み、４００字詰めで５枚から１０枚程

度の読書感想文（中間レポート）を、第１１回の授業時に提出することが求められる。 

 

Students are assigned to read classic science fiction (SF) or fantasy short stories written in English. While one way of reading 

SF is to analyse how authors imagined possible futures, this course focuses on an aspect of SF as a device of defamiliarization. 

In other words, it examines how SF portrays a distorted version of reality, and what kind of effects such distortion have on the 

reader. 

 

In addition to the in-class work. the students are assigned to read a novella,The Time Machine(1895), by H.G. Wells and write a 

midterm essay on the novel (Length: 2000-4000 characters in Japanese/2000 words in English, Deadline: Week 11). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け  

2. "The Eyes Have It" (1953) by Philip K. Dick  

3. "The Door in the Wall" (1911) by H. G. Wells   

4. "Sultana's Dream" (1905) by Rokeya Sakhawat Hussain   

5. "There Will Come Soft Rains" (1950) by Ray Bradbury  

6. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ①  

7. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ②  

8. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ③  

9. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ④  

10. "The Time Machine" (1909) by H. G. Wells  

11. “Nine Lives”(1968) by Ursula K. Le Guin ① 

12. “Nine Lives”(1968) by Ursula K. Le Guin ② 

13. "Speech Sounds" (1983) by Octavia E. Butler  

14. 最終レポート提出、まとめ  

 

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

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、念入りな準備が必要とされる。発表グループは、各

短編の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマの紹介などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議



論を促す。注意点として、本演習ではクロース・リーディング（精読）の技術を身につけることを目標とするので、作者や作品につ

いての背景知識よりも、英文テクスト自体の熟読と詳細な分析が重要となる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論・発表への参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さ（他人の言葉を遮るなど）が目立つ場合も大きな

減点となるので注意してほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H・G・ウェルズ、2012、『タイムマシン』 (光文社古典新訳文庫)、光文社 (ISBN:978-4334752460) 

授業で取り扱う各短編に関しては、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下一仁、2000、『思考する物語―SF の原理・歴史・主題』、東京創元社 (ISBN:4488015166) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


