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授業の目標（Course Objectives） 

本年度は、18/19 世紀の転換期に書かれた女性作家による作品 2 つを精読します。18 世紀末から 19 世紀初頭にかけてのヨー

ロッパ政治におけるもっとも重大な出来事はフランス革命でした。フランス革命による政治的権力の再配分は、対岸のイギリスに

おいても、保守か変革かという選択肢を人々に意識させずにはいませんでした。女性の社会的地位という問題も、その焦点のひ

とつであったと言えるでしょう。 

 

秋学期はメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を読みます。ひょっとすると、皆さんの多くは「フランケンシュタイン」とはマッド

サイエンティストが作り出した〈クリーチャー〉のことだと思っているかもしれませんが、実はフランケンシュタインとはその〈クリーチ

ャー〉を作り出した科学者の名前なのです。「現代のプロメテウス」という副題からも分かる通り、この小説は一方に大胆極まる創

造者としての科学者フランケンシュタインを据え、もう一方に被創造物たる〈クリーチャー〉の人間的な苦悩を据えています。フラン

ケンシュタインは人間には不可能だと思われていた高みへと上昇しようとするロマン主義者ですが、同時に〈クリーチャー〉はフラ

ンケンシュタインによる不可能の追求が生みだしてしまった、社会的に疎外される存在です。サイエンス・フィクションの嚆矢とも言

われるこの作品に、われわれはいかなる政治的意味を読みとることができるでしょうか。 

 

This year, we will conduct close readings of two novels written by female authors at the turn of the eighteenth/ nineteenth 

centuries. The biggest political event of the day was the French Revolution. The Revolution drastically redistributed political 

powers in France and, at the same time, made  British people acutely aware of the choice between conservatism and 

progressivism. Women's position in society was one of the focal points in the dispute. 

 

In the fall semester, we will read Frankenstein by Mary Shelley. Some of you might think that Frankenstein is the name of the 

"creature" featured in this novel, but in fact it is the name of the scientist who created the "creature." As you can see in the 

subtitle, "The Modern Prometheus," this novel positions, on the one hand, the scientist Frankenstein as an audacious creator, 

and on the other hand, the "creature" and his human agonies. Frankenstein is a Romantic who aspires for the heights that were 

hitherto thought to be unreachable, but at the same time the "creature" is a socially marginalized being created by 

Frankenstein's pursuit of the impossible. Let us consider together what kind of political significances we ran find in this novel, 

sometimes called the first science fiction ever. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全体を 12セクションに分けます。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てます。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2)  作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらいます。 

 

The work will be divided into 12 sections. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each session will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 



 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned part 

of the text (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background, definitions of proper nouns, etc. 

and (3) an analysis of the assigned part. The presentation group must send their handout to both the commenting group and the 

teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the remainder of students on 

the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the work. 

After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class. The translation group 

is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

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

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておい

てください。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備えてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mary Shelley. 2003. Frankenstein. Penguin (ISBN:978-0141439471) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示します。 

 

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） 

 


