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授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的今テクストに留意しなが

ら作品解釈することを目指す。 

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretations with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【本演習は演習 B9 とセットで開講される半期完結の授業（週 2 コマ、4 単位）であり、2 単位のみの履修はできないので注意する

こと】 

 

アメリカ文学を代表する作家 Herman Melville による遺作、Billy Budd (1924)を精読する。長さとしては中編に位置付けられる小説

であるが、一文一文が濃密に書かれた作品であり、本演習では一学期をかけてじっくりと味読してゆきたい。 

 

ある軍艦における複雑な人間関係をめぐって展開される本作は、主人公ビリーの殺人を描き、そして最後は彼の絞首刑によって

幕を閉じる。この小説はビリーの罪と罰を提示することで、法とは何か、正義とは何かという大きな問いを読者に突きつける。さら

に、本作の最後には短い詩が付されており、散文と詩という文学のジャンルの問題も考察することを促す。また、本作品における

同性愛表象は長らく批評家たちの関心の的となってきたことも、本作品が内包する多様なテーマ性を示す上で重要である。つま

り、Billy Budd という作品はさまざまな観点からの解釈を誘うテクストであり、受講生には各自の興味関心に沿って読解してもらい

たい。 

 

また、本演習の後半では数週間にわたってこの作品について書かれた論文（日本語・英語）を読み、文学に関する論文とはどうい

うものか、どうあるべきかについても討議し、文学研究に必要な基礎体力を養うことも目指す。 

 

In this class, we will read Herman Melville's Billy Budd (1924), the author's last and unfinished work. Although this is a novella 

which runs less than a hundred pages, the text requires the reader's minute attention to unpack its dense textuality.  

 

Unfolding around an intricate human relationship aboard a battleship, this story ends with the protagonist's hanging due to the 

murder he committed. This story asks us to ponder grand questions concerning law and justice: Was it just for the captain to 

sentence Billy to death? Furthermore, given that this novella ends with a ballad, it urges us to think about the problem of 

literary genres that separate prose and poetry. Finally, this story has long attracted scholarly attention to its representations of 

homoerotic desires, especially between Billy and Claggart. As this text allows for various approaches, each student is 

encouraged to find their own unique reading style that is in keeping with their awareness of the issues raised.  

 

In addition to Melville's text, we will also read the criticism of this work (both in Japanese and English) and debate practical 

issues such as what an academic paper is and how an academic paper should be written. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解（１） 

3. 作品読解（２） 

4. 作品読解（３） 

5. 作品読解（４） 

6. 作品読解（５） 

7. 作品読解（６） 

8. 作品読解（７） 

9. 作品読解（８） 



10. 批評読解（１） 

11. 批評読解（２） 

12. 批評読解（３） 

13. 批評読解（４） 

14. レポート作成講座 

 

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

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

＊英語が難解なテクストなので、辞書を丹念に引きながら原文テクストを読むなど、英語の学習に対して忍耐強く、積極的な姿勢

が求められる。 

 

＊毎週 300 字程度のレスポンスペーパーの提出を義務付ける。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のレスポンス・ペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み

(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Herman Melville. 2002. Melville's Short Novels. Norton (ISBN:978-0393976410) 

 

参考文献（Readings） 

1. ハーマン・メルヴィル、2012、『ビリー・バッド』、光文社 (ISBN:978-4334752637) 

批評読解で読む論文はコピーを配布する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＊全回の出席を前提とするので、欠席の際は理由を添えて事前に申し出ること。 

 

注意事項（Notice） 

 


