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授業の目標（Course Objectives） 

サイエンス（スペキュラティブ）フィクション小説を丹念に読むことで、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門

用語と分析技法」を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストのより深い読解、テーマを設定したうえでの論点分

析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading sf novels, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce some important 

literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, students will be guided 

to analyse various themes and topics and to communicate ideas effectively in group discussion and academic essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では著名なカナダ人作家マーガレット・アトウッドの近未来パンデミック小説、『洪水の年』を精読する。生まれ育った環境

の異なる女性二人が「水なし洪水」と呼ばれるパンデミックをサバイブする物語と並行して重要なのが、環境至上主義／エコファ

シスト的なカルト集団「神の庭師」が伝道する終末論である。エコクリティシズムやポストヒューマン論を参照しながら、希望と絶

望、人間と自然、ジェンダー、ネオリベラリズムや現代のシニシズムといったテーマを丁寧に分析することを通して、コロナ禍にお

ける生をみなさんと一緒に考えていきたい。（前作となる『オリクスとクレイク』とは独立した作品として読むことができるので、『オリ

クスとクレイク』を読了している必要はない）。 

 

This class will engage in close reading of a near-future pandemic novel, Margaret Atwood's The Year of the Flood (2009). A 

narrative of two women from different backgrounds who struggle to survive a pandemic called the “Waterless Flood” is 

juxtaposed with an apocalyptic, at times even eco-fascistic ideology promulgated by a cult called God's Gardeners. Through the 

lens of ecocriticism and posthuman philosophy, students are invited to analyse topics such as hope and despair, humans and 

nature, gender, neoliberalism and modern cynicism to reflect on our lives during Covid-19. (Note: The Year of the Flood can be 

read independently of Oryx and Crake, which was published before The Year of the Flood and shares the same setting. Reading 

Oryx and Crake is therefore not compulsory.)  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品講読 １ 

3. 作品講読 ２ 

4. 作品講読 ３ 

5. 作品講読 ４ 

6. 作品講読 ５ 

7. 作品講読 ６ 

8. 作品講読 ７ 

9. 作品講読 ８ 

10. 作品講読 ９ 

11. 作品講読 １０ 

12. 作品講読 １１ 

13. 最終レポートの準備 

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、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、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についての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしながら、テクストを独自の視点から論じることが課題となる。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(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. Margaret Atwood. 2013. The Year Of The Flood. Virago Press Ltd (ISBN:978-0349004075) 

2. マーガレット・アトウッド、2018、『洪水の年(上)』、岩波書店 (ISBN:978-4000229401) 

3. マーガレット・アトウッド、2018、『洪水の年(下)』、岩波書店 (ISBN:978-4000229418) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


