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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） 

 毎週，読み切りの形で，動物に関わるアメリカの短編小説を精読する（ただし，例外として，短編映画も一作品のみ取り上げ

る）。近年，人文学としての動物研究（critical animal studies）が注目されていることをふまえ，なぜ文学作品にはしばしば動物が

登場するのか，そして動物と人間はいかなる関係にあるのかを考えたい。 

 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，取り上げる作家を紹介し，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 an American short story (or short movie) in which an animal appears. By the end of the course, 

students should be able to understand the reason why literary works often foreground animals--as well as the ways in which 

animals represent human beings--in light of critical animal studies. 

 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 biographical sketch of the 

assigned author, as well as 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. William Saroyan, “The Cat”（猫） 

3. Edgar Allan Poe, “The Black Cat”（猫） 

4. Ernest Hemingway, “Cat in the Rain”（猫） 

5. Mark Twain, “A Dog's Tale”（犬） 

6. Jack London, “That Spot”（犬） 

7. Wright Morris, “The Victrola”（犬） 

8. Kate Chopin, “A Horse Story”(馬） 

9. Sarah Orne Jewett, “A White Heron”（鳥） 

10. Katherine Anne Porter, “The Grave”（ウサギ） 

11. Erskine Caldwell, “Rachel”（ネズミ） 

12. Walt Disney, “The Flying Mouse”（ネズミ） 

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%)/課題図書中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎週の授業で読む短編のテキストについては，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） 

 


