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授業の目標（Course Objectives） 

人生（Life）のさまざまな局面を主題とする英詩を集めたペンギン版アンソロジーを読んで、われわれが生きる上で文学、とりわけ

詩が果たす役割とは何かを考察しながら、自分の愛唱詩を見つけ出す。 

 

Using a Penguin Book's anthology of English poems focussing on various phases of our life as the course textbook, students will 

explore what roles literature, especially poetry, performs in our lives. Through that, students will discover their own favourite 

poems among those in the anthology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

人生をめぐる英詩アンソロジーから毎回 1、2 篇を選んで精読し、誕生、幼年期、青春、成熟から老いに至る人生の諸相がどのよ

うに描かれているかを探りながら、われわれ自身の過去、現在、未来についても考える。日本で紹介されていない詩も多く、毎回

自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、それ

を糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-4 回程度の

予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

Students will read 1-2 pieces selected from an anthology of English poems about our life. Through close reading, they will 

explore how various phases of our life are expressed in them, say, from birth, childhood, youth, maturity to old age and, at the 

same time, reflect on their own past, present and future. Many poems featured in class are not widely known in Japan, so 

students are expected to read and interpret the words on the page on their own. Multiple students will be assigned to each 

poem, and each student will prepare handouts and present on their assigned poem. Students not presenting will use this 

information to engage in active debate regarding the work. Students can expect to present 3-4 times over the course of the 

semester. The exact number is subject to change depending on the number of participants in the course. Details will be 

provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

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

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。立教時間にアップロードされる英詩のテキストから、毎回扱う詩を授業の前に

予め読んで準備し、授業の後には紹介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 



テキスト（Textbooks） 

Penguin’s Poems for Life, edited by Laura Barber (Penguin Books, 2007)は絶版で、Kindle 版(ASIN: B002XHNNEI)でのみ入手可

能のため、授業で扱う作品を集めた PDF 資料を立教時間と Google ドライブにアップロード。 

 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。期末レポートでウェブサ

イトなどからの盗用を行なうと単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 

 


