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授業の目標（Course Objectives） 

この授業では英米の文学作品を深く読み解くための鍵を学んでいきます。主題、筋、登場人物、形式、社会的/政治的背景など

の観点からの議論を柱として進めます。 

 

This course is intended to share insight into literary works by British and American writers. The emphasis lies on discussing  

each piece in terms of such aspects as theme, plot, character, form and historical/social context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 主要な文学ジャンルになじんでもらうため、中短編の小説、詩、戯曲を教材とします。作品の創作年代はロマン派の時代から現

代に及びます。参加者はそれぞれのジャンルにふさわしい読み方の定石とされているものを学びます。 

 授業の主な手順は、割り当てられた４，５人のグループがその回の作品について下調べをしてハンドアウトを用意し、要約、重

要な点の指摘、解釈のための質問などからなる発表をします。他の参加者はそのプレゼンテーションに即して、あるいは新たな

視点を提示したりして意見を述べます。 

 授業とは別に、ジョージ・オーウェルの『動物農場』を読み、2～3 千字程度の中間レポートを日本語で書いてもらいます。 

 

In order for participants to get familiar with major literary genres, course materials include novel, short fiction, poetry and 

drama. They are from romantic period (George Eliot's Silas Marner) to contemporary (George Orwell’s Animal Farm). Students 

will learn several types of reading which have been conventionally supposed to be appropriate for each genre. 

 

Most of the time, an appointed group of four to five students will do some research and prepare handouts, presenting summary 

and background information, pointing out notable elements, and raising questions to the class. The other participants are 

expected to make comments based on the presentation, or add new perspective(s). 

 

In addition to in-class readings, students are assigned George Eliot's Silas Marner and required to hand in a 2000-3000 

character eassy in Japanese as the midterm report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－授業紹介 

2. Oscar Wilde, "The Nightingale and Rose" 

3. Ted Kooser, "Abandoned Farmhouse," 

4. Gary Soto, "Ode to Family Photographs" 

5. Kim Addonizio, “Aquarium” 

6. Katherine Mansfield, "The Singing Lesson" 

7. P. B. Shelley, "Music, When Soft Voices Die" 

8. Sherwood Anderson, "The Egg" 

9. Terrence Rattigan, "Browning Version" (1) 中間レポート提出 

10. 課題図書の感想、議論 

11. Terrence Rattigan, "Browning Version" (2) 

12. Terrence Rattigan, "Browning Version" (3) 

13. Terrence Rattigan, "Browning Version" (4) 

14. まとめ 

 

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

丹念に辞書を引いて予習をし、そのうえで理解できないところ、意味の通らないところを洗い出して授業に臨んでください。担当グ

ループは事前に相談をして作品理解のためのレジュメを作成してきてください。それ以外の参加者も各自の意見や質問をもって

授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/参加度（発表、発言、レスポンスペーパー）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チャールズ・ディケンズ、2006、『クリスマス・キャロル』、光文社 (ISBN:9784334751159) 

その他各授業の作品はプリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


