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授業の目標（Course Objectives） 

SF 文学の読解を通じ、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨く。また、小説の表現形

式 （Form）が如何に物語の内容（content） と対応しているかに着目し、高度な読解・分析技術の取得を目指すことで、本格的な

英文学研究を実践していく。 

 

Through reading sf literature, this class fosters and enhances the skills of close reading and critical thinking as outlined in the 

curriculum map. It equips students with advanced reading skills which are necessary for literary criticism. Special attention will 

be given to the relationship between form and content. 

 

授業の内容（Course Contents） 

彗星メランコリアの衝突による地球滅亡を描く映画『メランコリア』(2011)では、世界の終わりを淡々と受け入れる、うつ病を抱えた

主人公の女性の姿が特徴的である。女性は地球や彗星と同一化しているかのようであり、そこには崇高な何かが形象されている

かのようだ。関連して、1967 年に出版されたアンナ・カヴァンの『氷』というアポカリプス小説でも、氷によって浸食される世界に、

二人の男性に支配され続ける女性の姿が重なる。「生」に執着し必定の終わりを否認することのない、女性による生死の受容に

は崇高な何かが見え隠れする。 

この授業ではポストヒューマン論の観点を取り入れながら、これらの作品が如何に女性＝自然というイメージを攪乱し、人間中心

主義のクリティークとして機能するかをみていく。さらに、作品内の病や狂気を単なる症状ではなく、それ自体にある種の主体性、

あるいは物質性を読み込む。そうすることで、病、世界の終わり、そしてコロナ禍で生きる私たちが絡み合う（entangle）様子を捉え

たい。 

 

The striking feature in Melancholia (2011), an apocalyptic film by Lars von Trier, is the calm with which a depressed female 

protagonist accepts the coming doomsday threatened by an Earth-destroying comet; she identifies herself with the Earth and 

the comet, embodying a moment of the sublime. Similarly, Anna Kavan’s Ice (1967) depicts the world engulfed by relentless ice, 

which corresponds to a woman under constant domination by two men. In this novel, the men’s obsession with (or even 

addiction to) life as a distraction from impending death is juxtaposed with the woman’s acceptance of death as part and parcel 

of life. Like the protagonist of Melancholia, the woman in Ice seems impervious to the threat of the natural disaster, prefiguring 

a subjectivity that embraces the sublime, or what slips out of our cognition and reason. The class will examine these works 

through the lens of posthuman philosophy, focusing particularly on how they subvert the image of woman as nature and 

consequently critique anthropocentrism. Moreover, paying particular attention to the themes of madness and the end of the 

world, students are encouraged to think deeply about how our lives during Covid-19 can be radically conceptualised. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品精読（１） 

3. 作品精読（２） 

4. 作品精読（３） 

5. 映像鑑賞・分析 

6. 作品精読（４） 

7. 作品精読（５） 

8. 作品精読（６） 

9. 映像鑑賞・分析 

10. 作品精読（７） 

11. 作品精読（８） 

12. 作品精読（９） 

13. 作品精読（１０） 

14. まとめ 

 



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

授業の前にテクストの該当部分（授業内で適宜指示する）を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と

思ったポイントを記録しておくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備

が必要とされる。発表グループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい箇所の提示・解釈、鍵となっているテーマについての

議論などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートでは

テクストを（授業で学んだことをベースにしつつ）独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anna Kavan. 2017. Ice: 50th Anniversary Edition. enguin Classic (ISBN:978-0143131991) 

2. アンナ・カヴァン、2015、『氷』、筑摩書房 (ISBN:978-4480432506) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


