
■AM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM311／文学講義 １１ 

(Lectures on Literature 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩１ 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 渉(SASAKAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・英詩で用いられる様々な形式と表現を理解することができる 

・詩の分析を通じて同時代の歴史、政治、宗教、文化などの背景を理解することができる 

・他の文学作品との関連を見出すことができる 

 

・Students will be able to understand the structures and forms of expressions of British poetry. 

・Students will be able to understand a poem’s historical, political, religious, cultural, etc. background by analyzing its text. 

・Students will be able to discover connections to other literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、初期近代から２０世紀までのイギリス詩を取り上げ、「詩」を精読することの楽しさを体験し、その楽しさを文学研

究としてのレベルに到達させるための視座を養うことを目指します。 

 各回主に一人の詩人に焦点をあてて授業を進めます。また、他の詩人によって書かれた共通するテーマを描いた作品との比較

も行います。作者の伝記的事実、詩型や修辞法、その作品が書かれた時代背景などのコンテクストを視野に入れることで、どの

ような解釈が可能であるのかを考察し、作品を深く理解することを目指します。 

 授業では、作者や時代背景について講義をした後、作品の読解に入ります。受講者は指定の作品についての疑問点や問題点

をあらかじめ考えておいてください。 

 

 The goal of this course is to cultivate the insight necessary for literary research and the joy of literary study as well as turn 

that joy into literary pursuits through conducting intensive readings of British poetry from the early modern era leading into the 

20th century. 

 Each class session will focus on an individual poet. Their works will be compared with poems written by poets with similar 

themes. By teaching each writer’s biographical history, poetic form, rhetoric, historical background, and other contextual 

information, this course aims to help students consider the potential for in-depth interpretation of literature and gain a deep 

understanding of the works covered in this course. 

 In class, students will read each work after learning about the author and their historical background through a lecture. 

Students are expected to prepare any unclear points or issues regarding the work before coming to class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

バラッド （Robert Burns） 

2. アイルランド文芸復興運動 （W. B. Yeats） 

3. 湖水地方の自然と子ども（William Wordsworth） 

4. 孤独と絶望（Emily Brontë） 

5. ヴィクトリア朝の女性像（Christina Rossetti） 

6. ヴィクトリア朝とアーサー王伝説（Alfred Tennyson） 

7. 理想美の追求 （John Keats） 

8. 詩人の詩人（Edmund Spenser） 

9. ルネサンス期のソネット (William Shakespeare ＆ Mary Wroth) 

10. 形而上詩（John Donne） 

11. キリスト教叙事詩 (John Milton) 

12. モダニズム（T. S. Eliot） 

13. 詩を書く意味（Seamus Heaney） 

14. 現代女性詩人と今学期のまとめ 

 

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

授業前に指定の作品を精読し、問題点について事前に考えておくことを求めます。また、授業後には作品についての受講者のコ



メントを参照しながら作品を再読し、さらに理解を深められるよう努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリアクションペーパー(40%)/小テスト(20%) 

2/3 以上出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平井正穂編、1991、『イギリス名詩選』、岩波書店 (ISBN:400322731X) 

2. 阿部公彦、2007、『英詩のわかり方』、研究社 (ISBN:4327481505) 

3. 加藤光也、2017、『詩についてーーアンドルー・マーヴェルから』、松柏社 (ISBN:4775402420) 

4. John Lennard, editor. 2006. The Poetry Handbook, 2nd ed.. Oxford UP (ISBN:9780199265381) 

5. John Carey. 2020. A Little History of Poetry. Yale UP (ISBN:9780300255034) 

作家毎の Cambridge Companions シリーズ。その他の文献についても授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

・スライドを使用した講義形式で行います。 

・リアクション・ペーパーと小テストについては、その次の授業開始時にフィードバックを行います。 

・英詩の初学者にもわかりやすく説明をします。作品の精読と視聴覚教材を通じて、作家、作品、時代背景の理解を深めます。 

 

注意事項（Notice） 

 


