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授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、17 世紀から 19 世紀末にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要

作家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 そのさい、各時代の文化的・社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of American literature by providing students with an overview of 

American literary history from the 17th century to the end of the 19th century in addition to offering basic knowledge of 

significant authors and literary works. 

 Students will learn about each period's cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of American 

literature and analyzing their unique themes and writing styles. With the knowledge acquired in this class, students will be able 

to understand the significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 17 世紀から 19 世紀末にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある

歴史的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅

する予定である。 

 

 Students will conduct an overview of the history of American literature from the 17th century to the end of the 19th century 

and gain fundamental knowledge for research into American literature. By understanding the historical and social backgrounds of 

each work, students will become able to draw upon the scholarly knowledge to read the literary works rather than their own 

arbitrary interpretations. 

 The following syllabus lists the important authors of each wave of literary history, but classes will cover a wider range of 

authors than what is listed on the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アメリカ（文学）の始まり 

2. アメリカ建国以前（１）：Jonathan Edwards, Benjamin Franklin を中心に 

3. アメリカ建国以前（２）：Charles Brockden Brown を中心に 

4. 超絶主義：Ralph Waldo Emerson & Henry David Thoreau 

5. アメリカン・ルネサンス（１）： Edgar Allan Poe 

6. アメリカン・ルネサンス（２）： Nathaniel Hawthorne 

7. アメリカン・ルネサンス（３）： Herman Melville 

8. 詩（１）：Walt Whitman 

9. 詩（２）：Emily Dickinson  

10. 奴隷制をめぐる文学・政治（１）：Harriet Beecher Stowe を中心に 

11. 奴隷制をめぐる文学・政治（２）：Frederick Douglass, Harriet Jacobs らの奴隷体験記 

12. 南北戦争後のアメリカとリアリズム（１）：Mark Twain 

13. 南北戦争後のアメリカとリアリズム（２）：Henry James 

14. 授業内期末試験 

 

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

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のレスポンス・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内理矢・山本洋平、2021、『深まりゆくアメリカ文学―源流と展開』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-09077-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

4. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


