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授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた短篇を精読することによって、文学の楽しみに触れます。また、文学テクストを分析的に扱う方法を学びます。 

 

The class will introduce the students to the enjoyment of literature by closely reading short stories written in English. At the 

same time, it will provide basic lessons in analyzing literary texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、人間の生と死を題材にした英語短篇を扱います。すべての人間はいつか死を迎えねばならないわけで、死は時に 

"great equalizer" (偉大なる平等主義者) と呼ばれます。しかし、全ての人の死のあり方が「平等」かというと、必ずしもそうではあ

りません。むしろ、文学が死という問題に関心を払いつづけてきたのは、 死というものが生と同様に不平等であるからに他ならな

いでしょう。さて、その不平等と文学はどのように向き合ってきたでしょうか？ 

 

本授業では、短編小説を３作品読みます。毎回適当な分量を丁寧に訳読していきます。あらかじめ担当者は決めず、輪読形式で

授業を進めます (つまり、いつ当たるかは分かりませんので、全員の毎回の予習が必須です)。 

 

各作品を読み終えるごとに、理解度を測るためのミニテストを行ないます。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文

を用いた期末テストを行ない、一般的な英語読解能力の向上度合いを測ります。 

 

The class will focus on short stories about people's life and death. All human beings are mortal, and death is sometimes called 

"the great equalizer." However, that does not mean all deaths are equal. Rather, it is because death is as unequal as life that 

literature has always been interested in death. So, how has literature come to terms with that inequality? 

 

In this course, we will closely read and translate three short stories. No particular "presenter" will be appointed: anybody can 

be assigned the task of being a "reader" and "translator" at any time. In other words, every student who attends this course 

has to prepare for every class. 

 

Every time a story is finished, a mini-test will be conducted to estimate each student's depth of understanding. Also, there will 

be a term-end examination, in which English passages that have not been dealt with in the classes will be the material. The 

purpose of the term-end examination is to estimate how much progress each student has made in general reading skills of 

English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. "Someone Like You" by Roald Dahl その 1 

3. "Someone Like You" by Roald Dahl その 2 

4. "Someone Like You" by Roald Dahl その 3 

5. "Someone Like You" by Roald Dahl その 4 

6. "Pioneers, Oh, Pioneers" by Jean Rhys その 1+ミニテストその 1 

7. "Pioneers, Oh, Pioneers" by Jean Rhys その 2 

8. "Pioneers, Oh, Pioneers" by Jean Rhys その 3 

9. "Pioneers, Oh, Pioneers" by Jean Rhys その 4 

10. "miracle survivors" by Ali Smith その 1+ミニテストその 2 

11. "miracle survivors" by Ali Smith その 2 

12. "miracle survivors" by Ali Smith その 3 

13. "miracle survivors" by Ali Smith その 4 

14. ミニテストその 3＋学期末テスト 

 

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



予習が必須です。次回扱う短篇の知らない単語の意味・発音を調べ、いつ当てられても訳せるように、しっかり読んできてくださ

い。なお、毎回の授業に英英辞典ないし英和辞典を持参のこと。紙の辞書でも電子辞書でもかまいません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と準備状況(40%)/小テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. すべてのテクスト、プリント、『プリント配布』、プリント 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業担当者より、受講生にお願いです。近年、私の聴力が漸減傾向にあるため、みなさんの肉声が聞き取りにくいことがありま

す。当授業での発言の際には『ゆっくりめ、はっきりめ、腹式呼吸の発声』を心掛けていただけると、たいへん助かります。 

 

注意事項（Notice） 

 


