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授業の目標（Course Objectives） 

昭和 30 年代以降、30 年間に登場した人気作や話題作のうち、短・中篇小説を選んで読み、作品を分析する力を養う。併せて同

時代研究の方法を理解する。 

 

Students will read a selection of short and medium-length novels from the popular and controversial works that appeared in the 

30 years after the 1950s, and develop the ability to analyze the works. In addition, students will understand the methods of 

contemporaneous research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習は、いわゆる《戦後ではない》昭和 30 年代以降の社会に、かつ「第三の新人」が登場して以後の文学状況に、現れた

様々な作品を検討の対象としている。教員は作品分析・同時代研究・論文の章構成という、三つの活動に重点を置いて授業を進

める。この活動は、藤井淑禎本学名誉教授創案による「F メソッド」を試験的に用いることで運営されるだろう。「メソッド」運用の詳

細については、第 2 回に提示することになる。なお受講者は複数名から成る 5 班に分かれて研究発表を担う。第 4～13 回のうち

偶数回に受講者の全員で作品の精読を行い、奇数回に担当班が同時代に関する発表を行う。発表の際は別の 1 班が司会を担

当するものとする。 

 

In this course, we will examine a variety of works that have appeared in literature since the so-called "non-post-war" post-

1950s society and after the emergence of the "third new generation. The teacher will focus on three activities: analysis of the 

works, contemporaneous research, and chapter composition. These activities will be managed through the experimental use of 

the "F-method," an idea developed by Professor Emeritus Hidetada Fujii. The details of the "Method" will be presented in the 

second session. The participants will be divided into five groups of several people to present their research. In the fourth to 

thirteenth sessions, all students will do a close reading of the works in even-numbered sessions, and in odd-numbered sessions, 

the group in charge will make a presentation on the same period. In odd-numbered sessions, the group in charge will give a 

presentation on the same period. Another group will be in charge of moderating the presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：作品の提示と担当者の決定ほか 

2. F メソッドについての説明 

3. 文献の集め方と発表の行い方―復習― 

4. 受講者による討議その 1：精読編 

5. 受講者による発表その 1：同時代研究編 

6. 受講者による討議その 2：精読編 

7. 受講者による発表その 2：同時代研究編 

8. 受講者による討議その 3：精読編 

9. 受講者による発表その 3：同時代研究編 

10. 受講者による討議その 4：精読編 

11. 受講者による発表その 4：同時代研究編 

12. 受講者による討議その 5：精読編 

13. 受講者による発表その 5：同時代研究編 

14. おわりに：レポートの書き方または予備時間 

 

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

作品が決定した後、討議や発表の準備を怠りなく進めること。諸般の事情が許せば、教員が図書館で資料踏査等の指導を行う

場合がある。なお第 4 回以降、受講者の全員が事前に作品を精読して各自の「読み」を固め、授業のなかで相応の発言を行うた

めの用意をし、その場に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/担当作品に関する研究発表(40%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパ



ー、ほか討議に対する貢献度(30%) 

本授業は、発表や討論に関する知識や方法の体得を一義とする。ゆえに、一、単位取得のためには研究発表が必須である。な

おやむを得ず担当回を欠席した場合は、改めて発表の機会が与えられる。二、7 割（14 回のうち 10 回）以上の出席をしていない

場合は、成績評価の対象としない。また 30 分を超えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。ただし電車遅延等による遅

刻の場合は相談に応じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

第 1～3 回の資料は教員が用意する。第 4～13 回のテキストは、発表担当者自身が本学図書館ほかで全集などを複写し、受講

者に頒布する。ただし本学活動制限レベル等に応じて変更がある。詳細は第 1 回の授業において説明する。受講者各位は必ず

出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

なし。場合により授業で紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

なし。 

 

注意事項（Notice） 

 


