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授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高めます。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own as well as enhance self-expression skills in both Japanese and 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いわゆるモダニズムの時代の一歩手前，２０世紀初めから第一次世界大戦前後までのアメリカにおいては，１９世紀末に出現し

た「新しい女」の社会進出が進み，公的な領域における女性たちの声が高まりました。１９２０年には，一部の州を除き，女性参政

権が認められたことも象徴的です。文学の分野でも，２０世紀初頭には，女性の活躍が顕著となります。思えば，世紀転換期の自

然主義作家はほとんどが男性でしたが，モダニズム前夜の時代，文学地図における男性の優位は脅かされます。白人男性作家

たちは，２０世紀の初頭，〈他者〉の存在を強く意識せざるをえませんでした。この時期を代表する女性作家は，イーディス・ウォー

トンとウィラ・キャザーです。二人はともに，結婚の破綻や婚外の関係をしばしば取り上げて，女性を欲望の客体としてではなく主

体として活写しました。彼女らはつまり，価値観の相対性や逸脱的なセクシュアリティなど，モダニズム文学に顕著なテーマを先

駆的に描き出していたのです。 

 本演習では、キャザーの出世作である『おお開拓者よ！』（O Pioneers!）を取り上げます。米国中西部の大地に生きる逞しい移
民の独身女性を描きつつ、西洋文学の伝統に彩られた濃密な婚外のロマンスをサブプロットに配するこの小説は、禁じられた愛

の哀しさと美しさを想うレズビアン作家ならではの感性を反映していると言ってよいでしょう。 

 授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを用意して，担当範囲のあらすじを述べ，英語表現の細部を解説しま

す。また，作品の解釈に関する英語の質問を用意して，受講者全員に英作文の形で回答してもらいます。その後，お互いの回答

を確認する英語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行います。加えて，関

連する論文の読解や，原作と映画化作品の比較なども行います。なお，英作文は，翌週，添削のうえ，受講者ひとりひとりに返却

されます。 

 

 During the first two decades of the twentieth century, New Women became increasingly visible in America, resulting in the 

authorization of women’s suffrage in 1920. Not surprisingly, female writers figured largely in the field of literature, destabilizing 

the nation's masculine literary landscape. Therefore, white male writers were intimidated by the growing presence of the Other. 

Two women writers who represent this period are Edith Wharton and Willa Cather. Their works similarly deal with failed 

marriages and extramarital affairs, highlighting female subjectivity rather than the objectification of women. As such, they 

foreground modernist concerns, including the relativity of values and transgressive sexualities. 

 In this course, we will attempt a close reading of O Pioneers!, one of Cather’s classics. Set in Nebraska’s wild land, the novel 

tells the story of a strong immigrant pioneer woman, juxtaposed with the tragedy of a passionate illicit love affair, reflecting the 

lesbian author’s sympathetic meditation on the beauty and sorrows of a forbidden romance. 

 During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a summary and detailed linguistic 

explications of the assigned text. They will also ask English questions about interpretive possibilities of the assigned text, and 

class participants will answer these questions through written English statements. Next, students will compare answers with 

their fellow classmates through English group discussions before taking part in a class debate conducted in Japanese. Other 

class activities include a reading of related critical essays as well as a comparison between the original text and its film 

adaptation. English compositions will be returned to each student the following week with comments and corrections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. O Pioneers! を読む(１) 

3. O Pioneers! と関連文献を読む(１) 

4. O Pioneers! を読む(２) 



5. O Pioneers! と関連文献を読む(２) 

6. O Pioneers! を読む(３) 

7. O Pioneers! と関連文献を読む(３) 

8. O Pioneers! を読む(４) 

9. O Pioneers! と関連文献を読む(４) 

10. O Pioneers! を読む(５) 

11. O Pioneers! と関連文献を読む(５) 

12. O Pioneers! を読む(６) 

13. O Pioneers! と関連文献を読む(６) 

14. レポート中間発表会 

 

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

毎週，事前に作品テクストを精読したうえで授業にのぞんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英作文の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Willa Cather. 2012. O Pioneers!. Signet (ISBN:0451532120) 

関連文献については，プリントもしくは PDFを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，やむをえず欠席する場合には，必ず事前に（当日でもよいので）メールにて担当教

員までご連絡をお願いします。なお，この授業のプラットフォームには，Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 

 


