
■AM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｆ 

(Preliminary Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
１９世紀英国小説研究―文豪ディケンズ『大いなる遺産』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
吉野 由起(YOSHINO YUKI) 

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） 
EAL2313 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）19 世紀に書かれたイギリス文学作品（近代小説）原典の読解に慣れ、英語による注釈や文献も参照しつつ、文学テクストの主

題、構成、文体、モチーフ、修辞法等の特徴を分析する経験を積む。 

２）作品を理解する上で助けとなる、辞典・関連文献等に関する基礎的な知識を得、実際に使用する練習を行う。 

 

1) Students will familialise themselves with reading a modern novel written in nineteenth century Britain, and accumulate 

experiences of analysing the characteristics of the themes, structure, narrative, motifs and rhetoric of a literary text while 

referring to the secondary materials written in English.  

2) Students will gain some basic knowledge of dictionaries and secondary materials which might be helpful in understanding the 

literary work, and practice using some of them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９世紀英国の文豪ディケンズによる小説 Great Expectations を題材に、テクストを形成する英語を理解しつつ、作品の主題、構
成、文体、モチーフ、修辞法等を歴史的・文化的コンテクストおよび作者ディケンズ特有の技法,、さらに本作品の「幻の結末」を参

照しつつ観察し、文学作品研究の練習を行う。 

 

This course is designed to provide students with opportunities to practice basic skills in literary studies, through a reading of 

Great Expectations by Charles Dickens, a novel written and published in nineteenth century Britain. Having understood the 

English language shaping the text, students will proceed to analyse the themes, structure, narrative, motifs and rhetoric 

employed in the work by referring to the historical and cultural contexts together with some recognised characteristics of 

Dickens' unique style and the “original ending” which was initially prepared for the novel but changed by the author himself. . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解（１）  

3. 作品読解（２） 

4. 作品読解（３） 

5. 作品読解（４） 

6. 批評読解（１） 

7. 作品読解（５） 

8. 作品読解（６） 

9. 作品読解（7） 

10. 作品読解（８） 

11. レポート作成講座  

12. 作品読解（９） 

13. 作品読解（１０） 

14. 批評読解（２） 

 

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

１）毎回の指定範囲を読み、考察する。 

２）指定範囲での出来事や展開、印象に残る点やわかりにくさ、複数の解釈の可能性、その他、論点となりうる点等について、で

きる範囲でよいので考察する。 

３）わかりにくい表現については綴りが現代英語・標準語とは異なる可能性、ディケンズ個人による語法・文体の特徴や文化・歴

史的背景が濃厚にあらわれる表現である可能性、その他、他の要因で発生するわかりにくさであることを考慮しつつ、辞書で調

べておく。辞書では対応できない場合は注釈や事典等も可能な範囲で参照する。 

 

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が期待される。 

 



＊ほぼ毎週、レスポンスペーパーの提出を義務付ける。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のリスポンスペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度(15%) 

欠席回数が三回に達すると単位修得不可とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dickens, Charles. Eds.Margaret Cardwell and Robert Douglas-Fairhurst.. 2008. Great Expectations.（New edition.). Oxford UP 

(ISBN:9780199219766) 

学内書店での販売はありますが教科書販売期間内の入荷が難しいとのことですので、入手できるまではコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西條隆雄ほか編、2007、『ディケンズ鑑賞大事典』、南雲堂 

2. 辻原登編、猪熊恵子訳、2016、『ディケンズ』、集英社 

3. 小池滋、1979、『ディケンズ : 19 世紀信号手』、冬樹社 

4. スレイター、マイケル著、佐々木徹訳、2005、『ディケンズの遺産―人間と作品の全体像』、原書房 

5. 松村昌家、2003、『十九世紀ロンドンの光と影』、世界思想社 

6. 松岡光治編、2012、『ディケンズ文学における暴力とその変奏』、大阪教育図書 

7. 新野緑、2012、『「私」語りの文学 : イギリス十九世紀小説と自己』、英宝社 

Paroissien, David. The Companion to Great Expectations. Greenwood, 2000. 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

クラスの人数や進行具合にあわせて内容やスケジュールを調整することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

 


