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英国ルネサンス演劇史
１）近代イギリス文学の基礎であるルネサンス演劇について、基本的な知識を得る
２）ルネサンス演劇のテクストに、原文で触れる
３）演劇テクストを批評的に読み解く訓練をする

　この授業では、イギリス演劇の歴史を講義形式で学ぶ。イギリスにおける演劇の背景的知識や、当時の政治・社
会史などにも必然的に触れることになるが、基本的には一回の講義につきテーマに即した戯曲を一本取り上げ、実
際に作品テクストを読むことを重視しながら演劇史をたどり、当時の演劇がいかなるかたちで政治や社会と絡み
合っていたかを考えたい。

第１回：導入
第２回：典礼劇・サイクル劇
第３回：聖者劇・道徳劇
第４回：トマス・キッドと復讐悲劇
第５回：クリストファー・マーロウの悲劇
第６回：シェイクスピアの歴史劇
第７回：シェイクスピアの喜劇
第８回：シェイクスピアの悲劇

第９回：シェイクスピアのロマンス劇
第10回：エリザベス朝の家庭悲劇
第11回：ベン・ジョンソンの気質喜劇
第12回：トマス・ミドルトンの市民喜劇
第13回：ジョン・ウェブスターとジャコビアン悲劇
第14回：ジョン・フレッチャーとジャコビアン・ロマ

ンス劇
第15回：試験

２回の中間レポート（50%）および期末試験（50%）
教科書は使用せず、教員が用意した資料を配布する。また、参考文献は授業のなかで適宜提示
する。

英 文 学 概 論 2 准教授 岩　田　美　喜 3 水 5

オフィスアワー：火曜15～17時

英詩入門―20世紀の英米詩
⑴　英文学史の知識を身につける
⑵　英語読解力を身につける
⑶　分析的思考力を身につける

　英文学のジャンルの中でも詩は馴染みがうすいかもしれません。しかし、詩を読解することによって言葉そのも
のがもつ不思議さと大きな力を知り、英語という言葉の奥深さに触れることができます。この授業では、20世紀に
書かれたイギリスとアメリカの詩の中から、とても有名で比較的短いものを選んで読解してゆきます。じっさいに、
20世紀の詩は難しいものが多いのでが、なるべくわかりやすく説明してゆきます。詩は読み手の方から近づいて行
かないと何も答えてくれませんが、直接詩の原文に触れて積極的に問いかけてゆけば詩はいろいろなことを答えて
くれるはずです。

第１回　イントロダクション
第２～３回　Thomas Hardy
第４回　W. B. Yeats
第５回　Robert Frost
第６回　Wallace Stevens
第７回　W. C. Williams
第８回　D. H. Lawrence

第９回　中間テスト
第10回　T. S. Eliot
第11回　Wilfred Owen
第12回　Langston Hughes
第13回　W. H. Auden
第14回　Dylan Thomas
第15回　期末テスト

中間テスト50％、期末テスト50％
プリントを配布します

英 文 学 概 論 2 教授 大河内　　　昌 4 水 5

  オフィスアワー：火曜15～17時
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Emily Dickinsonの詩を読む
⑴　英語原書を読解する力を身につける
⑵　分析的思考法を身につける
⑶　発表力を身につける

　アメリカの詩人エミリー・ディキンソンの詩を読みます。生涯を引きこもり状態ですごし生前にはほとんど作品
を発表しなかったディキンソンの詩は、ほとんどが短いものですが、断片的で謎めいていて、独特の魅力をもって
います。ディキンソンの詩の読解をとおして、英詩の読解を学びます。授業では担当者を毎回三人決めて、担当者
の発表を起点にして議論し、理解を深めてゆきます。読解する詩のリストと順番は授業の最初の回にお知らせしま
す。

発表40％、試験60％
新倉俊一編『ディキンソン詩集』（研究社小英文叢書）

英 文 学 基 礎 講 読 Ⅰ 2 教授 大河内　　　昌 3 木 1

  オフィスアワー：火曜15～17時

Katherine Mansfieldの短編を読む
⑴　英語原書を読解する力を身につける
⑵　分析的思考法を身につける
⑶　発表力を身につける

　肺結核のために34歳で没したイギリスの（生まれはニュージーランド）女流作家キャサリン・マンスフィールド
は珠玉の短編小説を数多く残しています。この授業では彼女の短編を演習形式で読解することで、物語の分析的読
解の方法を学びます。授業では担当者を毎回二～三人決めて、担当者の発表を起点にして議論し、理解を深めてゆ
きます。読解する作品のリストと順番は授業の最初の回にお知らせします。

発表40％、試験60%
Katherine Mansfield, Selected Stories （Oxford World’s Classics）
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English Ghost Stories
１：To read a selection of short stories in English from the 19th century.
２：To introduce key approaches for reading and analyzing literary fiction.
３：To consider the theme of ghosts and the supernatural as a literary and cultural 

theme in British and American writing.

　This course will read a selection of ghost stories written by British and American authors in the 19th and 
early 20th century.  During this period, short stories about ghosts and the supernatural enjoyed a huge 
popularity with readers, and attracted many famous British and American novelists. During the semester, we 
will consider why the ghost story thrived during a period of industrial modernization, and what ideas about 
ghosts suggest about modernity. The course will also introduce ways to analyze and discuss literary fiction in 
English, and consider how short stories have been adapted into film. 
　Week 1 : introduction; week 2 : Elizabeth Gaskell, “The Old Nurse’s Story”; week 3 : Edward Bulwer Lytton, 
“The Haunter and the Haunted’; week 4 : Mary Elizabeth Braddon, “The Cold Embrace”; weeks 5 -6 : Charles 
Dickens, “The Signal Man”; week 7: Lafacadio Hearn, “Nightmare Touch”; week 8: Rudyard Kipling, “At the End 
of the Passage”; week 9 : W.W. Jacobs, “The Monkey’s Paw”; weeks 10-11 : M.R. James, “Oh Whistle and I’ll Come 
to You My Lad; Weeks 12 -13 : Henry James “The Jolly Corner”; week 14 : Edith Wharton, “Afterward”; Week 15 : 
Exam.

Weekly short lecture with class discussion and other activities.
Course work 40%; Final Exam 40%; Attendance 20%
The Penguin Book of Ghost Stories: From Elizabeth Gaskell to Ambrose Bierce. Ed. Michael 
Newton. Harmondsworth: Penguin, 2010.

英 文 学 ・ 英 語 学 基 礎 講 読 Ⅰ 2 准教授 ティンク，ジェイムズ 3 木 3

  

Bram Stoker, Dracula : Horror and Modernity.
１：To read the novel Dracula in English. 
２：To examine the literary and historical contexts of the novel
３：To consider the influence and reputation of the novel in the 20th century and 

today.
４：To explore the themes of modernity, anxiety and identity in the novel and its 

legacy.

　This semester, we will read the novel Dracula by Bram Stoker （1897）. Although this was initially dismissed 
as a lurid, commercial novel, it has acquired a growing reputation as an enjoyable work that explores many 
themes and anxieties about European culture at the beginning of the 20th century, as well as becoming an icon 
of horror cinema. Over the course, we will read the entire novel in weekly instalments （around 30 -40 pages a 
week） and examine relevant historical themes, such as gender politics and the “New Woman,” the spread of 
new technology and ideas of science, international relations and racism, and British imperial anxiety about the 
“East.” The course will also consider the influence of the Dracula story in constructing ideas of the vampire and 
of horror in global popular culture.
　Week 1 : introduction; weeks 2 -12 : reading the novel; week 13 : Dracula in pop culture; week 14 : Dracula in 
theory: Final Exam.

Read instalments of the novel before class. Mini-lecture and discussion during the weekly 
class.
Course work 40%; Final exam 40%; attendance and participation 20%
Bram Stoker, Dracula. Ed. Maurice Hindle. Harmondsworth: Penguin, 2003.

英 文 学 ・ 英 語 学 基 礎 講 読 Ⅱ 2 准教授 ティンク，ジェイムズ 4 木 3
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シェイクスピア改作の歴史
１）17世紀から現代までの英語を理解する英文読解力を身につける
２）シェイクスピアを手がかりに、英米演劇の大きな流れを把握する
３） 改作のテクスト読解を通じて、間テクスト性、文化のポリティクス、再-現前といっ

た批評的なものの見方を涵養する

　この授業では、シェイクスピアの作品を５本取り上げ、それらを後代の改作と比較検討する。シェイクスピア自身、
当時流通していた種々の材源を活用することに長けた劇作家であり、こうした材源が改変を繰り返しながら、その
時々のアクチュアリティを演劇的に追求するさまを、実際のテクストを通じて見ながら、英米演劇における「シェイ
クスピア」という文化資本が、時代によってどのように保存／継承／改変／着服／分岐していったのかを考えたい。
　授業は基本的に講義形式で行われるが、受講生は１ミニットペイパーなどでコメントを求められることがある。

第１回：イントロダクション
第２回：Shakespeare, Richard III （c.1592）
第３回：Colley Cibber, Richard III （1700） & John 

Keats, King Stephen: A Dramatic Fragment 
（1819）

第４回：Shakespeare, Antony and Cleopatra （c.1607）
第５回：John Dryden, All for Love （1677）
第６回：Shakespeare, King Lear （c.1605）
第７回：Nahum Tate, The History of King Lear 

（1681）

第８回：Elaine Feinstein, Lear’s Daughters （1987）
第９回：Shakespeare, Othello （1604）
第10回：Paula Vogel, Desdemona: A Play about a 

Handkerchief （1993）
第11回：Djanet Sears, Harlem Duet （1997）
第12回：Shakespeare, The Tempest （c.1611）
第13回：Dryden & Davenant, The Tempest （1667）
第14回：Philip Osment, This Island’s Mine （1987）
第15回：試験

２回の中間レポート（50％）および期末試験（50％）
教科書は使用せず、教員が用意した資料を配布する。
参考書：Sandra Clark, ed., Shakespeare Made Fit: Restoration Adaptations of Shakespeare 

（London: J. M. Dent, 1997）. Daniel Fischlin & Mark Fortier, eds., Adaptations of Shakespeare: 
An Anthology of Plays from the 17th Century to the Present （London: Routledge, 2000）.

英 文 学 各 論 2 准教授 岩　田　美　喜 5 火 3

受講生は、上記の授業計画で取り扱うシェイクスピア作品を（翻訳で構わないので）事前に読了しておくこと
が好ましい。

Ｗ・Ｂ・イエイツの詩を読む
⑴　英詩の読み方を学ぶ。
⑵　詩をいかに批評的に語るかについて考える。
⑶　Ｗ・Ｂ・イエイツという人物についていろいろ勉強する。

　授業のイントロダクションでは、詩を読むときの心構えを日本語の詩など題材にして解説します。その上で、イ
エイツの代表的な詩作品を初期から中期、後期という順番で読んでいきます。イエイツは作風の変化の大きかった
人なので、歴史的背景にも眼をやりながら、どうして詩の書き方がかわったのかなど考えていきたいと思います。
またイエイツは20世紀の英語詩人を代表するひとりではありますが、必ずしも単純に「うまい」とは言えないような、
ちょっと逸脱的で、やや不器用で、耳障りなところもある詩を書いた人です。そのあたりの「変な部分」もどんど
ん話題にしながら、現代において詩はどのように書かれうるのかということにも考えがおよべばと願っております。
　そういうわけで、授業は教員による講義だけではなく、参加者に意見を言ってもらったり書いてもらったりもす
る場面も多々ありますから、積極的な参加を期待します。グループ・ディスカッションの時間も設けるつもりです。
　扱う作品は以下の予定。多少の変更はあるかもしれません。
　第１回　イントロダクション　詩の読み方、語り方
　第２回　‘The Stolen Child’
　第３回　‘When You Are Old’
　第４回　‘Adam’s Curse’
　第５回　‘The Lake Isle of Innisfree’
　第６回　‘The Wild Swans at Coole’
　第７回　‘The Fisherman’

　第８回　‘Easter, 1916’
　第９回　‘The Second Coming’
　第10回　‘A Prayer for my Daughter’
　第11回　‘Sailing to Byzantium’
　第12回　‘Leda and the Swan’
　第13回　‘The Circus Animals’ Desertion’
　（予備　――　‘Among School Children’）

平常点（出席点や授業中のミニペーパ）=50％、最終回でのテスト形式の簡単なおさらいエッ
セイ＝50％。
作品はプリントを配布します。余裕がある人は便利で安価な The Yeats Reader: A Protable 
Compendium of Poetry, Drama and Prose （ペーパー版）を手に入れておくといいかと思います。

英 文 学 各 論 2 非常勤
講師 阿　部　公　彦 集　中

⑸     
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ウィリアム・ブレイクの詩を読む
１）イギリス・ロマン主義とブレイクとの関係を把握する
２）英詩の韻律分析法を身につける
３）英詩の解釈および批評方法を身につける
４）間テクスト性・相互参照性を洞察する力を養う

　「イギリス・ロマン主義の始まりはColeridgeとWordsworthによるLyrical Ballads （1798）」というのが英文学
史上の常識かもしれませんが、〈ロマン主義的〉と比定される諸特徴は突如として出現したわけではありません。
ロマン主義は〈18世紀的なもの〉に対するアンチテーゼと捉えられるべきです。ロマン主義本体より若干早い時期
に創作活動を開始した詩人・版画家・神秘思想家 William Blake（1757-1827）の作品にも当時の様々な現実に対す
る批判的姿勢が満ちています。本講義では Blake 作品から、詩テクストと版画テクストが融合した Songs of 
Innocence and of Experienceを検討します。検討に際しては、作品の主題・内容はもちろんのこと、韻律・構造・（詩
作品間の／詩と絵画の）間テクスト性・相互参照性も重要な要素となります。
　　第１週　イントロダクション（ロマン主義／ブレイクの生涯と作品／英詩韻律法／関テクスト性・相互参照性）
　　第２～７週　Songs of Innocence（全19作品）
　　第８～14週　Songs of Experience（全26作品）
　　第15週　まとめ

期末レポート60％、小レポート（授業内：韻律分析等）40％
プリントを配布します

英 文 学 各 論 2 非常勤
講師 箭　川　　　修 6 水 2

  

ジェーン・オースティン研究
⑴　英文学史の知識を身につける
⑵　小説分析の方法を身につける
⑶　分析的思考力を身につける

　この授業ではオースティンの作品の中から Sense and Sensibility（『分別と多感』）をとりあげ、講義形式でテク
ストを分析してゆきます。分析をとおして、18世紀後半～19世紀前半のイギリス社会、政治、風俗について学びま
す。また、この作品の人物造型、プロット構成、語り手、文体などに注目することで、小説をどのように分析する
のかという方法論についても学びます。テクストは原書を使い、重要部分を読んで分析しながら授業を進めます。
受講者はテクストを授業進行に沿って自分で読んでゆくことが求められます。それによって、オースティンあるい
はこの時代の小説の英語の読解に慣れることができるはずです。

期末テスト80％、出席20％
Jane Austen, Sense and Sensibility （Oxford World’s Classics）.

英 語 文 化 論 各 論 2 教授 大河内　　　昌 5 金 2

  オフィスアワー：火曜15～17時
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William Shakespeare, Macbeth: Tragedy, Politics and History
１：To read Shakespeare’s Macbeth in the original English.
２：To consider the historical and cultural context of the drama.
３：To introduce the genre of English renaissance tragedy.
４：To explore the historical and cultural influence of Macbeth.

　Macbeth is one of Shakespeare’s most enduringly popular tragedies. This course will provide a close reading 
of the play and consider the literary and historical background of Shakespearean drama at the start of the 
seventeenth century. Themes will include the genre of stage tragedy, ideas of kingship and treason, beliefs 
about witchcraft in early modern Britain, and representations of Scotland in English writing. The course will 
also discuss some receptions of the play in literary history and in global adaptations, including cinema. The 
course will include some viewing of film adaptations to support reading of the text.
　Week one: introduction; weeks two-eleven: reading Macbeth in instalments; week twelve: Macbeth and Jacobean 
politics; week thirteen: Macbeth and Romanticism; week fourteen: globalizing Macbeth; week fifteen: conclusion.

The play will be read in advance in weekly instalments. Each class will introduce topics for 
discussion. 
Course work 40%; Final Essay 40%; Attendance & Participation 20%
William Shakespeare, Macbeth. Ed. A.R. Braunmuller. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997.

英 文 学 講 読 2 准教授 ティンク，ジェイムズ 6 月 2

  

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels ⑴
⑴　英語の原書を読解する力を身につける
⑵　分析的思考法を身につける
⑶　発表力を身につける

　この授業では、18世紀イギリスの作家 Jonathan Swift の Gulliver’s Travels を読解します。前期は第１部と第２
部を読みます。スウィフトの『ガリヴァー旅行記』は空想的な物語と社会諷刺を組み合わせた作品で、分類するこ
とが難しい作品です。しかし、何より面白く、英語もそんなにむずかしくありません。この授業では、演習形式で
『ガリヴァー旅行記』を原書で講読しながら、作品について考察を深めてゆきます。毎回２～３人の担当者を決め
て、担当者に内容と分析を提示したもらい、その発表を起点として全員でディスカッションします。

リポート50％、発表50％
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels （Oxford World’s Classics）.

英 文 学 演 習 Ⅰ 2 教授 大河内　　　昌 5 水 1

  オフィスアワー：火曜15～17時



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
セメスター 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
セメスター 曜　日 講　時

その他：

－106－

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◇　成績評価の方法
◇　教科書・参考書

◇　成績評価の方法

◇　教科書・参考書

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels ⑵
⑴　英語の原書を読解する力を身につける
⑵　分析的思考法を身につける
⑶　発表力を身につける

　前期に引き続いて、18世紀イギリスの作家 Jonathan Swift の Gulliver’s Travels を読解します。後期は第３部と
第４部を読みます。スウィフトの『ガリヴァー旅行記』は空想的な物語と社会諷刺を組み合わせた作品で、分類す
ることが難しい作品です。しかし、何より面白く、英語もそんなにむずかしくありません。この授業では、演習形
式で『ガリヴァー旅行記』を原書で講読しながら、作品について考察を深めてゆきます。毎回２～３人の担当者を
決めて、担当者に内容と分析を提示したもらい、その発表を起点として全員でディスカッションします。

リポート50％、発表50％
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels （Oxford World’s Classics）.

英 文 学 演 習 Ⅱ 2 教授 大河内　　　昌 6 水 1

  オフィスアワー：火曜15～17時

English Literature and World War One
１：To study British poetry and short stories written during or in response to World 

War One 
２：To examine the different ways in which the war impacted on the styles and 

themes of British writing in the 20th century.
３：To assess the relationship of literary writing to historical experience and to 

consider the concept of national memory.

　The First World War （1914-18） has been an enduring influence in modern British literature, popular memory 
and the formation of contemporary national identity in the U.K. This course will study selected writing from the 
period, concentrating on poetry and short stories. This will include the famous soldier-poets, such as Owen and 
Rosenberg, and other influential authors such as Thomas. In addition, it will examine the different uses of poetry 
in the period, as forms of rhetoric, satire or propaganda. The course will consider wider aspects of wartime 
experience through reading contemporary short stories by Kipling and Mansfield. It will also discuss the 
literary legacy of the war in the later twentieth century.
　Week one-introduction; week two to three-English poetry 1900-1914 ; weeks four to five-Wilfred Owen; week 
six to seven-Isaac Rosenberg; week eight-Siegfried Sassoon; week nine-Rudyard Kipling; week ten-Katherine 
Mansfield; week eleven-Edward Thomas; week twelve-women’s writing on the war; week thirteen-Modernist 
war writing; week fourteen-legacies of the war in poetry; week fifteen-legacies of the war in short fiction.

Student should read material in advance and discuss topics in the seminar. Teaching will be 
in English. 
Course work 40%; Final Essay 40%; Attendance and participation 20%
Photopies to be provided.

英 文 学 演 習 Ⅲ 2 准教授 ティンク，ジェイムズ 5 月 2

  


