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批評理論（1）
（1）入門レベルの批評理論を概観する
（2）理論的な英語の読解に習熟する
（3）理論的な議論の仕方を身につける

　Peter Barry, Beginning Theory （Manchester UP, 2002）を教科書として用いて、構造主義からポスト・コロニ
アル批評やジェンダー批評までの、理論を概観する。毎回各章の担当者を決めて、内容を報告してもらい、その報
告を起点として受講生全員でディスカッションする。

発表：60％、学期末レポート：40％
Peter Barry, Beginning Theory （Manchester UP, 2002）。教科書は授業開始までに各自購入し
ておくこと

英 文 学 特 論 Ⅰ 2 教授 大河内　　　昌 １学期 金 3

オフィスアワー：火曜日午後３時～５時、その他アポイントメントによって随時

批評理論（2）
（1）現代批評理論の考え方を理解する
（2）理論的な英語の読解に習熟する
（3）理論的な議論の仕方を身につける

　ディコンストラクション批評と新歴史主義批評の輪郭を考察する。Martin MaQuilan, Paul de Man （Routledge, 
2001）とMark Robson, Stephen Greenblatt （Routledge, 2008）を教科書として用いる。毎回各章の担当者を決めて、
内容を報告してもらい、その報告を起点として受講生全員でディスカッションする。
　　第１週　　　イントロダクション
　　第２～７週　Paul de Manとディコンストラクション
　　第８～14週　Stephen Greenblattと新歴史主義
　　第15週　　　総括的質疑とディスカッション

発表：60％、学期末レポート：40％
Martin MaQuilan, Paul de Man （Routledge, 2001）； Mark Robson, Stephen Greenblatt （Routledge, 
2008）。教科書は授業開始までに各自購入しておくこと

英 文 学 特 論 Ⅱ 2 教授 大河内　　　昌 ２学期 金 3

オフィスアワー：火曜日午後３時～５時、その他アポイントメントによって随時

　　第１週　イントロダクション
　　第２週　Structuralism
　　第３週　Past-structuralism
　　第４週　Postmodernism
　　第５週　Psychoanalytic Criticism
　　第６週　Feminist Criticism
　　第７週　Lesbian / Gay Criticism
　　第８週　Marxist Criticism
　　第９週　New Historicism

　　第10週　Postcolonial Criticism
　　第11週　Stylistics
　　第12週　Narratology
　　第13週　Ecocriticism
　　第14週　Theory after Theory
　　第15週　総括的質疑とディスカッション
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近代小説を考えるためのいくつかの仮説：18世紀イギリス小説を中心に
本講義では、十八世紀イギリス小説を中心に解説しながら、近代小説に関する以下の仮
説の証明を試みる。
１．近代小説は時間の秩序に従わない点でそれ以前の文学とは異なる。
２．近代小説の登場人物はデカルト的主体（「考えるゆえに我あり」）を転倒させる。
３． 近代小説は私的な領域と公的な領域の葛藤を扱う。この二者の関係の変化に応じて

近代小説の傾向も変わる。
４． 近代小説はしばしば個人と国民国家（ネーション）を媒介するが、同時に敗者や反

逆者、マイノリティーに共鳴する。
５．近代小説はつねに偶然発生している。それは当たり前となった奇蹟である。　

　近代小説がいつどこで発生したかについては様々な議論がある。しかし、個々の作品ではなく近代小説という
ジャンルが発生するという考え方に正当性はあるのだろうか。いや、そもそも近代小説は、古代からある叙事詩や
悲劇、喜劇とおなじ意味でジャンルを形成しているのだろうか。多くの近代小説論は、近代小説の起源に囚われる
あまり自らの射程を狭めている。他方で、近代小説の起源を考えず個別的な特徴を分析する手法をとっても、近代
小説の本質を問うことはできない。本講義では、Ian Watt や Mikhail Bakhtin の近代小説論を批判的に紹介しなが
ら、近代小説とは何かという問いを改めて考察する。上記１～５の仮説に沿って議論を進めながら、近代小説にお
ける時間とプロットの処理、近代小説と国民国家の関係などを明らかにし、十八世紀から二十一世紀までの近代小
説の変遷についても大まかな見取り図を描くことにする。主に扱う予定の作品は以下の通り。ただし、受講前にこ
れらの作品をすべて読んでおく必要はない。
　Defoe, Robinson Crusoe （1719）, Swift, Gulliver’s Travels （1726）, Fielding, Tom Jones （1749）, Sterne, Tristram 
Shandy （1759 -1767）, Charlotte Bronte, Jane Eyre （1847）, Thackeray, Vanity Fair （1847 -1848）, Dickens, Great 
Expectations （1860-1861）, Woolf, Mrs Dalloway （1925）, McEwan, Atonement （2001）.
　授業はプリントに沿って行われる。主に英語のプリントなので、日本語で要約・解説はするものの、辞書を持参
して受講することを勧める。各日の最後には受講者に授業内容に関するコメントを書いてもらい、時間の許すかぎ
り質問に回答する。

毎日最後に書いてもらうコメントシートの内容とレポートで成績を評価する。レポートは日本
語なら4000字以上、英語なら1000語以上で、上に挙げた小説のいずれか一つについて、本講義
の内容を踏まえて書くこと。
教科書はなし。参考書は授業時に紹介する。　

英 文 学 特 論 Ⅲ 2 非常勤
講師 武 田 将 明 集中

（1）     

  

Fiction, History and Ethics in the Contemporary British Novel: Ian McEwan's, 
Atonement.
１：To practice the close reading and literary analysis of the English novel  

Atonement.
２：To consider the historical and cultural contexts of the novel by researching 

relevant topics from modern British history and debates within contemporary 
literary culture.

３：To review and examine some modern critical approaches to the study of fiction 
and ethics, and so relate wider arguments about literature and interpretation to 
the reading of the novel.

４：To develop skills in presenting interpretation and opinions in English to group 
dicussion and writing .

　In this course we will study Ian McEwan's highly acclaimed novel Atonement （2000） in order to consider 
three critical approaches to contemporary British fiction and modern literature. Firstly, we will consider the 
literary conventions of the novel and aspects of style and convention in contemporary British fiction, such as 
the modern historical novel and postmodernism. Secondly, we will consider the relationship of the novel to 
literary history, cultural memory and the representation of the Second World War in British culture. Thirdly, 
we will consider the implications of the novel for arguments about narrative and ethics in modern literary 
criticism. Students will read 40 pages of the novel each week （or a related piece of secondary criticism） and 
discuss their interpretation in class. Students will be expected to lead class discussions through a presentation 
as well as writing a final term paper.

Attendance 20%　
Class participation and exercises （including at least one presentation） 40%　Essay 40%
Ian McEwan Atonement （New York: Anchor, 2003）

英 文 学 研 究 演 習 Ⅰ 2 准教授 ティンク・ジェイムズ １学期 火 3

Office Hour：To be confirmed.
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English Poetry and Modernism 1890-1940
１：To practice the close reading and literary analysis of selected twentieth century 

poetry in English.
２：To consider the historical context of the cultural production of Modernism and 

poetry, especially through the study of historical anthologies and criticism.
３：To examine and discuss relevant critical approaches to understanding poetry 

and significant cultural arguments about the purpose of modern literature.
４：To develop skills for expressing opinions in class discussion as well as by written 

assignments.

　The Faber Book of Modern Verse （edited by Michael Roberts in 1936） was one of the most influential literary 
anthologies of the twentieth century, in that it popularised a canon of modernist, twentieth century poetry in 
English. In this course we will read selections from this anthology and consider the uses of theme, form and 
style in the work of British, Irish and American poets contianed therein. In addition, we will consider the 
cultural production and historical reception of modern poetry in Britain by examining the role of anthologies 
and the influence of literary critics and polemicists such as W.B Yeats, F.R. Leavis, I.A. Richards, Robert Graves 
and Laura Riding. We shall also consider some of the notable omissions from the volume and what this 
demonstrates about the process of literary history.  Each week we will discuss a poem from one author in the 
book as follows: Week 1 introduction 2 : Hopkins 3 : Yeats 4 : Hulme & Pound 5 : Eliot 6 : Owen & war poetry 
6 :Lawrence 7 -8 Stevens & American poetry 9 : Moore 10 -11 : Auden 12 : MacNeice 13 : Thomas & Gascoyne 
14-15:Missing poets: Hardy and Thomas.

Attendance 20%
Class assignments （including at least two reaction papers based on specific poems） 40%　
Final essay on a topic of your own choice 40%
Michael Robers, ed. The Faber Book of Modern Verse （London: Faber, 2009）

英 文 学 研 究 演 習 Ⅱ 2 准教授 ティンク・ジェイムズ ２学期 火 3

Office Hour：To be confirmed.

Academic Writing Skills Part One
１：To improve and develop technical skills in written English for dissertation-level 

work in the humanities.
２：To improve skills in the correct use of MLA citation.
３：To develop skills for planning and organizing a dissertation project.

　This course is designed to help students practice, improve and develop skills and techniques for writing 
graduate-level academic work in English. It will suggest ways to organize and prepare a dissertation project in 
English, allow students to practice and develop a more complex academic writing style and use of grammar, 
and introduce the correct use of the 2009 MLA citation style. This course will be based on short weekly written 
assignments in class as well as a research essay to be produced by the end of the semester. Students will be 
encouraged to suggest aspects of and problems about academic writing that they would like to improve.

Attendance 20%　Participation in class 20%
Written assignments （including one final essay） 60%
Laurie G. Kirszner & Stephen R. Mandell, The Pocket Wadsworth Handbook. Fourth Edition 

（Boston MA: Wadsworth Cengage, 2009）. Other material to be supplied by the seminar 
leader.

英 文 学 研 究 演 習 Ⅲ 2 准教授 ティンク・ジェイムズ １学期 木 2

Office Hour：To be confirmed.
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Academic Writing Skills Part Two
１：To follow the academic writing skills course of the spring semester by continuing 

to develop skills in academic writing.
２：To allow students to develop skills in argumentation and critical thinking.
３：To develop skills for preparing summaries and paraphrases of source material.
４：To develop writing techniques for preparing oral/ spoken English presentations

　This course is intended to build upon the skills developed in the previous semester by exploring methods for 
developing acadmeic arguments by using reasoning, warrants and hedging in essay writing. There will also be 
an opportunity to consider techniques for giving an oral academic presentation in English. This course will be 
based on short weekly written assignments in class as well as a research essay to be produced by the end of 
the semester. Students  will be encouraged to suggest aspects of or problems with academic writing that they 
would like to improve.

Attendance 20%　Participation in class 20%                            
Written assignments （including one final essay）60%
Laurie G. Kirszner & Stephen R. Mandell, The Pocket Wadsworth Handbook. Fourth Edition 

（Boston MA:  Wadsworth Cengage, 2009）. Other material to be supplied by the seminar 
leader.

英 文 学 研 究 演 習 Ⅳ 2 准教授 ティンク・ジェイムズ ２学期 木 2

Office Hour： To be confirmed.

E. M. Forster, A Passage to Indiaを読む
（1）原典の精読を通じて、英文学研究に必要な英語力を涵養する。
（2）作品の読解を通じて、テクストの背景にある歴史や文化を理解する。
（3）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。

　E. M. Forster, A Passage to India （1924）を精読・分析する。授業は演習形式で進められ、担当者の発表をもと
に受講者全員でディスカッションを行うので、受講者には入念な予習が求められる。

（○）リポート［50％］・（○）出席および授業での発表内容［50％］　
E. M. Forster, A Passage to India （Oliver Stallybrass, ed., Penguin Modern Classics）

英 語 文 化 論 特 論 Ⅰ 2 准教授 岩 田 美 喜 １学期 水 3

オフィスアワー：火４時限（ただし、学生便覧記載のメールアドレスか電話で事前に連絡すること）

　　第１回：導入
　　第２回：第１～３章
　　第３回：第４～６章
　　第４回：第７～９章
　　第５回：第10～12章
　　第６回：第13～15章
　　第７回：第16～18章
　　第８回：第19～21章

　　第９回：第22～24章
　　第10回：第25～27章
　　第11回：第28～30章
　　第12回：第31～33章
　　第13回：第34～35章
　　第14回：第36～37章
　　第15回：まとめ　
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Oscar Wildeの喜劇を読む
（1）原典の精読を通じて、英文学研究に必要な英語力を涵養する。
（2）作品の読解を通じて、テクストの背景にある歴史や文化を理解する。
（3）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。　

　Oscar Wilde の喜劇を二本を扱い、作品の精読および（比較）分析をする。授業は演習形式で進められ、担当者
の発表をもとに受講者全員でディスカッションを行うので、受講者には入念な予習が求められる。

（○）リポート［50％］・（○）出席および授業での発表内容［50％］
Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest and Other Plays （Peter Raby, ed., Oxford 
English Drama）

英 語 文 化 論 特 論 Ⅱ 2 准教授 岩 田 美 喜 ２学期 水 3

オフィスアワー：火４時限（ただし、学生便覧記載のメールアドレスか電話で事前に連絡すること）

　　第１回：導入
　　第２～３回：An Ideal Husband 第１幕
　　第４～５回：An Ideal Husband 第２幕
　　第６～７回：An Ideal Husband 第３幕
　　第８～９回：An Ideal Husband 第４幕
　　第10～11回：The Importance of Being Earnest 

第1幕

　　第12～13回：The Importance of Being Earnest 
第2幕

　　第14～15回：The Importance of Being Earnest 
第3幕


