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授業の目標（Course Objectives） 

1868 年に出版されて以来、世界中で愛されてきた四人姉妹の成長物語『若草物語』 (Little Women) の有名な場面を英語で読ん

でみましょう。このゼミナールではテクストの量を絞って丁寧に読んでゆくことで、読解力と英語力の向上を目指します。また、作

品の社会的・思想的背景に触れることによって、文学を立体的に分析する方法を学びます。 

 

In this class, we will read in English highlights from Little Women by Louisa May Alcott. Published in 1868, the novel about the 

growth of the four sisters has been loved all over the world. We well focus on selected short scenes and conduct close readings 

of them, aiming at enforcing students' understanding of literature and English language skills. Also, by studying about the novel's 

social and ideal backgrounds will introduce students to methods of three-dimensional reading of literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『若草物語』は、南北戦争時代のニュー・イングランド (米国北東部) を舞台に、メグ、ジョー、ベス、エイミーというそれぞれに異な

った個性を持ったマーチ家の四人姉妹が次第に大人の世界へと成長してゆく過程を追う物語です。1 年生の皆さんにとっては、

『若草物語』に登場する若い人々 (男性も登場します) の世界に触れることは、日本と米国の違いはあってもつい最近まで高校で

経験した成長の過程を追体験することになり、ちょうどいい読み時と言えるのではないでしょうか。 

 

毎回、精読する範囲を数ページ指定します。まずは語学的な疑問を解決し、続いて発表者に内容についての考えを述べてもら

い、グループ・ディスカッションと質疑応答でしめくくります。 

 

『若草物語』は何度も映像化されていますので、それらを見比べながら、文学の映像化という問題についても考えたいと思ってい

ます。 

 

Little Women is the story of the growth of four March sisters with individual characters--Meg, Jo, Beth and Amy--in New 

England settings during the times of American Civil War. For those of you in the first academic year, reading the novel will be 

something like reliving (the American version of) recently experienced high-school days, which means that this is the best 

timing to be introduced to the world of  Little Women if you have not already been familiar with it. 

 

At every class, several pages of intensive reading will be assigned. The classes will start by solving linguistic and interpretative 

questions, then go on to the presentation of students' analysis. To round off, we will have group discussion and comment/ 

response time.  

 

Little Women has been made into several film versions, so we will also have occasions to compare the versions and consider 

the problem of the relationship between literature and film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――『若草物語』とルイーザ・メイ・オルコットについて 

2. 『若草物語』読解 (1) 

3. 『若草物語』読解 (2) 

4. 『若草物語』読解 (3) 

5. 『若草物語』読解 (4) 

6. 『若草物語』読解 (5) 

7. 『若草物語』読解 (6) 

8. 『若草物語』読解 (7) 

9. 『若草物語』読解 (8) 

10. 『若草物語』読解 (9) 

11. 『若草物語』読解 (10) 

12. 『若草物語』読解 (11) 

13. 『若草物語』読解 (12) 



14. まとめ 

 

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

指定された範囲は必ず英語で読み、知らない単語やフレーズの意味・文中で言及されている事柄についてできるだけ詳しく調べ

ておいてください。語学的に難解だった箇所は、毎回の授業で教えてください。みんなで解決してゆきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/発表・質疑応答への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Louisa May Alcott. 2012. Little Women：150th-Anniversary Annotated Edition. Penguin (ISBN:978-0143106654) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


