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授業の目標（Course Objectives） 

作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の長編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

This seminar intends to read a novel closely and analyze its narrative and story. In so doing, students are required to broaden 

their knowledge of American literary modes and themes, in addition to improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

恐怖や超常現象、さらにそれを経験する人間の心理を主題とするゴシック小説は、アメリカ文学史とともに始まり、その進展の過

程でさまざまな展開を遂げてきたが、ほぼアメリカ文学の全般に溶け込んで、その作風に深く影響を与えている。本講では、新旧

のゴシック小説と映像作品の分析により、「人種」というものの観念が、いかに作品の中枢に表れているかを理解したい。春学期

のセクションでは、初期アメリカを代表する作家のひとりで、かつアメリカン・ゴシックの祖ともいえる、Charles Brockden Brown の

代表作、Edgar Huntly, or, Memoirs of a Sleepwalker (1799) を精読する。 

 

The gothic romance, a genre thematizing fear, horror, the supernatural, and the human psyche experiencing these phenomena, 

heralded the beginning of American literature and has been transformed in various ways in the course of its development. The 

genre has constructed an integral trait of the American fiction in general and has deeply influenced on both its motifs and 

styles. In this course, we will read old and new gothic novels as well as visual works to understand how the idea and figures of 

"race" play at the heart of gothic stories. The main text in spring semester is Edgar Huntly, or, Memoirs of a Sleepwalker 
(1799), a masterpiece by Charles Brockden Brown, one of the representative early American authors and the founder of the 

American Gothic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. 映像演習 (1) 

3. 映像演習 (2) 

4. Edgar Huntly (1) 

5. Edgar Huntly (2) 

6. Edgar Huntly (3) 

7. Edgar Huntly (4) 

8. Edgar Huntly (5) 

9. Edgar Huntly (6) 

10. Edgar Huntly (7) 

11. Edgar Huntly (8) 

12. Edgar Huntly (9) 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

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

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を中心に進められる。各自２回の発表には特段に慎重

な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課題

は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brown, Charles Brockden. 1988. Edgar Huntly or, Memoirs of a Sleep-Walker. Penguin Classics (ISBN:978-0140390629) 



 

参考文献（Readings） 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


