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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｇ 

(Preliminary Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
William Saroyan の短編小説を読む 

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） 
EAL2313 

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） 

 アルメニア系アメリカ人作家として，そしてまたユーモアとペーソスにあふれた作品を書くヒューマニストとして知られるウィリア

ム･サローヤンの短編小説を毎週一作品ずつ精読する。学期を通し，彼の多くの作品の背景となる大恐慌とその歴史的文脈につ

いても理解を深める。 

 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。 

 

 Every week, we will focus on a short story by William Saroyan, an Armenian American writer, whose humanistic text is often 

filled with humor and pathos. Also, students are encouraged to explore the ways in which many of his stories reflect the Great 

Depression and its historical contexts. 

 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.  

 

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. “The First Day of School”を読む 

3. “The Cat”を読む 

4. “The Summer of the Beautiful White Horse”を読む 

5. “The Daring Young Man on the Flying Trapeze”を読む 

6. “Among the Lost”を読む 

7. “Love, Death, Sacrifice, and So Forth”を読む 

8. “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”を読む 

9. “Snake”を読む 

10. “Seventeen”を読む 

11. “Laughter”を読む 

12. “Love”を読む 

13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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，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%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Saroyan. 1997. The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories. New Directions (ISBN:978-

0811213653) 

最初の 3 作品については，初回授業にてプリントを配布する。 

 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


