
授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時
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◆　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

◆　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

Deniel Defoe, Moll Flanders
 ⑴ 18世紀小説の英語を読解する力を身につける
 ⑵ 小説分析の技法を身につける
 ⑶ 発表力を身につける

　この授業では、18世紀イギリスの小説家Daniel DefoeのMoll Flandersを読解します。デフォーは小説というジャ
ンルの最初期の作家で、リアリズムの技法を最初に確立した作家の一人とされていますが、彼のリアリズムは小説
成熟期である19世紀以降のリアリズムとずいぶん趣を異にしています。テクストを精読することで、小説という
ジャンルを成立させた技法やテーマなどについて、分析してゆきます。授業では、毎回担当者を決めて、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％
Daniel Defoe, Moll Flanders （Oxford World’s Classics）.

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　15～17時

Eliza Haywood, Love in Excess
 ⑴ 18世紀小説の英語を読解する力を身につける
 ⑵ 小説分析の技法を身につける
 ⑶ 発表力を身につける

　この授業では、18世紀イギリスの小説家 Eliza Haywood の小説 Love in Excess を読解します。ヘイウッドはデ
フォーと同時代の女性作家で戯曲や小説を書きました。かつては「小説の勃興論」の中で無視もしくは過小評価さ
れてきましたが、最近ではその重要性が再評価されています。彼女の小説は現代のリアリズムともデフォーのリア
リズムと異なっています。彼女の小説を読解することで、小説というジャンルの起源の多様性について考察します。
授業では、毎回担当者を決めて、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％
Eliza Haywood, Love in Excess, ed. David Oakleaf （Broadview, 2000）.

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　15～17時



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　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

◇　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

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パーセント、最終回でのテスト形式の簡単なおさ
らいエッセイ＝50パーセント。
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 特 論 Ⅲ ２ 非常勤
講師 阿　部　公　彦 集　中

⑴     

  

The Metaphysical Poets: British Poetry 1600-1660
１：  To read several poems in English and develop reading skills for the analysis and 

understanding of poetry.
２：  To study the literary and historical context of English poetry in the seventeenth 

century.
３：  To consider some major arguments about early modern literature in English 

literary criticism.

　This class will survey poetry produced in the first half of the seventeenth century. This will include some 
poets who were famously described in the twentieth century as being  ‘metaphysical,’ including John Donne and 
George Herbert, although we will also read other important authors, such as Ben Jonson and John Milton, who 
were not always included in that grouping, and other representative poems of the period. The course will 
consider the stylistic, thematic and intellectual aspects of the selected poems, with a particular attention to 
concepts of desire, identity and religious belief. 

Week 1: Introduction; weeks 2-3: Ben Jonson; 4-6: John Donne; 7-8 George Herbert; 8: Elegy; 9-10: 
John Milton: 11: Pastoral; 12: Margaret Cavendish; 13: Henry Vaughan; 14: Andrew Marvell; 15: 
Conclusion.

Presentation 25％； Short assignment 25％； final essay 50％
Burrow, Colin, ed. Metaphysical Poetry. Harmondsworth: Penguin, 2006.

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

  



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　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

◇　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

Hamlet and Revenge Tragedy
１：  To read Shakespeare’s Hamlet and other examples of Renaissance revenge 

tragedy.
２：  To consider the original literary and cultural context of the plays.
３： To introduce some significant literary and critical responses to Hamlet.

　William Shakespeare’s Hamlet （1602） is arguably the most influential play written in the English language. 
This course will study the play by comparing it with another, earlier revenge tragedy, Thomas Kyd’s The 
Spanish Tragedy （1592?）, and examining the genre of the revenge drama that Shakespeare was exploring in 
the play. As well as studying the original context of the drama, the course will also examine some of the vast 
tradition of literary criticism that has since grown out of Hamlet, especially the Romantic and Modernist 
reception, in order to consider the principle of canon formation in modern English literary studies. 

Week 1: Introduction; weeks 2-4: Thomas Kyd, The Spanish Tragedy; weeks 5-11: William Shakespeare, 
Hamlet; week 13: Romantic Hamlet criticism; week 14: Modern Hamlet criticism; week 15: postmodern 
Hamlets.

Presentation 25％； Short assignment 25％； final essay 50％
Shakespeare, William. Hamlet. Ed. Ann Thompson & Neil Taylor. London: Methuen, 2006 . 
Photocpies of other material to be provided.

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

  

Academic Writing Skills
１：  To practice and improve skills in writing academic English.
２：  To develop research skills for beginning a dissertation project in the humanities.

　This course is intended to help graduate students improve their writing skills in English in preparation for a 
dissertation project. Each week, we will review a different stage of preparing and writing a formal, academic 
essay. As the course progresses, we shall look at more techniques for beginning research essays in particular, 
including developing a research project and using academic citation.  The semester will therefore be based 
around a series of regular writing assignments

Weeks1-4 short essay number one; weeks 5-8: short essay number two; weeks 9-11: Research methods; 
12-15: final research essay.

Course work 80％　Attendance 20％
Laurie G. Kirszner & Stephen Mandell. The Pocket Wadsworth Handbook. 5 th ed. Boston: 
Cengage Leaning, 2012.

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

  



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　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

◇　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

Academic Writing Skills
１：  To practice and improve skills in writing academic English.
２：  To develop research skills for beginning a dissertation project in the humanities.

　This course is a continuation of the course in the spring semester. It is intended to help students improve 
their writing skills by developing varieties of grammar and ways to develop a more sophisticated ‘voice’ and 
tone for their academic writing. Each week, we will review an aspect of academic writing and practice writing.  
During the semester, we will also look at techniques for paraphrasing, summary and working with sources. The 
semester will be based around a series of three assessed writing assignments and a final essay. 

Weeks 1-4: First writing project; weeks 5-8: second project; weeks 9-11: third project; weeks 12-15: 
final essay.

Course work 80％　Attendance 20％
Laurie G. Kirszner & Stephen Mandell. The Pocket Wadsworth Handbook. 5 th ed. Boston: 
Cengage Leaning, 2012.

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

  

G. B. ショーの演劇精読
1）ショーの戯曲を原文で正確に読む英語読解力を身につける
2）演劇のテクストを批評的に読み解く調査能力、分析能力を育てる
3） 自分の解釈について、それを明確に伝え、またそれをもとに議論する総合的な研究

能力を育てる

　この授業では、演習形式で G. B. ショーの戯曲を精読し、鋭敏な劇評家でもあり、社会主義者でもあったショー
の戯曲が、20世紀前半の英国社会とどのような相互関係を持っていたのかについて、テクストの読解を通じて受講
者全員で考えてみたい。

　　第１回：導入 第９回：Pygmalion ⑴ 
　　第２回：Mrs Warren’s Profession ⑴  第10回：Pygmalion ⑵ 
　　第３回：Mrs Warren’s Profession ⑵  第11回：Pygmalion ⑶ 
　　第４回：Mrs Warren’s Profession ⑶  第12回：Pygmalion ⑷ 
　　第５回：Mrs Warren’s Profession ⑷  第13回：Pygmalion ⑸ 
　　第６回：Mrs Warren’s Profession ⑸  第14回：Pygmalion ⑹ 
　　第７回：Mrs Warren’s Profession ⑹  第15回：関連論文の読解、総括的ディスカッション
　　第８回：関連論文の読解

授業時における発表内容およびディスカッションへの貢献度（50％）、期末レポート（50％）
G. B. Shaw, Sandie Byrne （ed）, George Bernard Shaw’s Plays （A Norton Critical Edition）

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：火曜15～17時



授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：

授　　業　　科　　目 単　位 担　当　教　員 開　　講
学　　期 曜　日 講　時

その他：
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◇　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

◆　講義題目
◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

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 語 文 化 論 特 論 Ⅱ ２ 非常勤
講師 箭　川　　　修 ２学期 水 ２

  

  
  

  

  
  

課 題 研 究 （英 文 学） ４   
大河内　　　昌
岩　田　美　喜

ティンク・ジェイムズ
通　年 金 ４

  


