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授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的は、20 世紀初頭のモダニズム作家 Ford Madox Ford の小説をメイン・テクストととして取り上げ、19 世紀初頭から

第二次世界大戦後までのイギリス社会と帝国を背景にして、第一次世界大戦前後のイギリスを描いたいわゆる「カントリーハウ

ス」の表象とその栄枯盛衰をめぐる英語散文テクストの分析方法を実践的に学ぶことである。 

 

The objectives of the course are to acquaint students with a selection of literature in English on the rise and fall of "Country 

House" in the contexts of domestic/imperial issues and to develop critical thinking skills in the discussion of these works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ford Madox Ford の Some Do Not . . .  (1924)は、第一次世界大戦前後を扱った 4 部作 Parade's End の第 1 作小説で、自然主

義的リアリズムから印象主義を経てモダニズム小説へと至るプロセスの途中にある作品とみなされている。本講義ではこの小説

を、そうしたイギリス散文の文体的変容に加えて、いわゆる「カントリーハウス」小説の 20 世紀的変容の一例として位置付ける。

イギリス国内のみならず帝国をめぐるさまざま問題がどのように「カントリーハウス」というトポスを通過していったのか、19 世紀初

頭から第二次世界大戦までの系譜を追って、小説と批評の読み方を学ぶ。 

 

This lecture course reads Ford Madox Ford's Some Do Not . . . (1924) as the main text of English literature on the rise and fall 

of "Country House". Each lecture is devoted to one or two critical and historical topics as seen through a set of texts. This 

course traces the genealogy of "English county house" novels with domestic/imperial issues from the early 19th century to the 

mid-20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. カントリーハウス小説としての Ford Madox Ford, Some Do Not . . .  (1924) 

3. Some Do Not . . . の構造 

4. カントリーハウス、帝国、19 世紀小説(1) 

Jane Austen, Mansfield Park (1814) Edward W. Said, "Jane Austen and Empire" 

5. Some Do Not . . . の設定 

6. カントリーハウス、帝国、19 世紀小説(2) 

Charlotte Bronte, Jane Eyre (1847)Susan Meyer, "Colonialism and the Figurative Strategy of Jane Eyre" 

7. カントリーハウスと 20 世紀「イングランドの状況」小説(1) 

E. M. Forster, Howards End (1910) 

8. カントリーハウスと 20 世紀「イングランドの状況」小説(2) 

E. M. Forster, Maurice (1971) 

9. Raymond Williams, "Surviving Countrymen" 

10. 第一次世界大戦と女性参政権運動とカントリーハウス 

11. Adam Parkes, "Naturalism, Realism, and Impressionism" 

12. 第二次世界大戦とカントリーハウス 

Evelyn Waugh, Brideshead Revisited (1945) 

13. カントリーハウス小説のその後 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後に、「教育支援システム」で履修者に対して行います。その他、必要に応じ

て授業時間内に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(20%)/リアクション・ペーパー(20%) 

最終レポートは、日々の授業でのリアクション・ペーパーの成果を取りまとめたものです。 



 

テキスト（Textbooks） 

授業支援システム上に教材を PDF でアップします。それを各自、プリントアウトして授業に参加ください。購入推奨テキストについ

ては、授業中に紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


