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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

イギリス小説入門
⑴　イギリス文学史の知識を身につける
⑵　ジャンルという考え方を理解する
⑶　イギリス文学の原典を読む英語力の基礎を身につける

　現在では小説は文学ジャンルの中心的な地位を占めていますが、じつは小説というのは詩や戯曲と比べると、と
ても新しいジャンルです。本講義では18世紀イギリスにおける小説というジャンルの発生と展開を、「家庭小説」
や「ゴシック小説」に主たる焦点をあてながら、文学史的に跡づけてゆきます。同時に、小説を生み出した社会的
背景や小説ジャンルの基本的な約束事、さらには小説を批評的に分析するさいの視点や方法などを学んでゆきます。
　　第１回　　　イントロダクション
　　第２回　　　小説前史
　　第３～４回　ダニエルデフォーと小説の始まり
　　第５～６回　サミュエル・リチャードソン
　　第７～８回　ホレス・ウォルポールとゴシック小説
　　第９回　　　クレアラ・リーヴとアン・ラドクリフ
　　第10～11回　ファニー・バーニー
　　第12～14回　ジェーン・オースティンと家庭小説の完成
　　第15回　　　期末試験

２回の試験（中間試験50％・期末試験50％）で評価します。
プリント配布

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時

英 文 学 概 論 ２ 教授 大河内　　　昌 ３ 水 ５

イギリス演劇入門
１）英文学のテクストに原文で親しむ
２）演劇史を中心とした近代以前の英文学史の概括を理解する
３）批評的に文学テクストを読むことに慣れる

　韻文（詩と演劇）は英文学の「事始め」であり、これについて学ぶことは英文学を学ぶうえで必須の教養となり
ます。この講義ではとくにイギリスの演劇を取り上げて、その歴史を駆け足で概観するとともに、実際の作品テク
ストに触れながら英文学を批評的に読むための基礎的な用語や概念などについて学びます。
　　第１回　　　導入
　　第２～３回　中世の演劇
　　第４～５回　シェイクスピア以前のテューダー朝演劇
　　第６～９回　シェイクスピア
　　第10～11回　ジャコビアンの悲劇と喜劇
　　第12～13回　王政復古劇
　　第14～15回　名誉革命体制下の演劇

中間レポート（50％）、期末レポート（50％）
教科書は使用せず、教員が準備したハンドアウトをもとに授業を進めます。また、参考書につ
いては授業の中で適宜言及します。

オフィス・アワー：毎週火曜日15時～17時

英 文 学 概 論 ２ 准教授 岩　田　美　喜 ４ 水 ５



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：

－103－

◆　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

Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s
⑴　英語で書かれた小説を読解する基礎力を養う
⑵　作品を批評的な読む方法を身につける
⑶　論理的に議論を組み立てる方法を身につける

　トルーマン・カポーティの『ティファニーで朝食を』の原典を英語で通読します。第２次世界大戦下のニューヨー
クを舞台にし、若い作家と奔放な女性を主人公としたこの物語は映画でも有名になりました。この授業では原作の
繊細で鋭利な英文を読んでゆきます。英語は平易ではありませんが、じっくり考えれば理解できます。文学的な英
文を分析的に「深読み」する醍醐味を味わって欲しいと考えています。授業では、毎回担当者を決めて発表しても
らいます。最初の何回かは英文に慣れるために、訳読し、その後は要約しながら読んでゆきます。
　毎回、担当者の発表を軸に議論してゆきます。訳読のときは毎回４～５人くらい、要約に入ったら毎回３人づつ
発表者を決めて進みます。

期末試験60％・発表40％
Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s （Penguin Modern Classics）

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時

英 文 学 基 礎 講 読 Ⅰ ２ 教授 大河内　　　昌 ３ 木 １

John Keatsの詩を読む
⑴　イギリス詩を読解する英語に基礎力を養う
⑵　詩作品を分析的に精読する方法を身につける
⑶　論理的に議論を組み立てる方法を身につける

　イギリス・ロマン主義時代の詩人ジョン・キーツの詩を精読します。彼の代表作であるオードと物語詩（The 
Eve of St. Agnes など）を取り上げる予定です。キーツの詩の英語はけっしてやさしくはありませんし、英詩を読
みなれていない学生にはかなりの難物かもしれません。しかし、彼の作品に関しては参考書や翻訳がたくさんあり
あます。それらを参考にしながら、英文学を代表する名作の英語を「精読」する醍醐味を味わって欲しいと考えて
います。
　授業では、毎回３人程度の担当者を決めて発表してもらいます。担当者は担当箇所を和訳・解説し、批評的なコ
メントを加えてください。

期末試験60％・発表40％
プリントを配布します。

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時

英 文 学 基 礎 講 読 Ⅱ ２ 教授 大河内　　　昌 ４ 木 １
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Modern British Short Stories and the Postwar.
⑴　To read a selection of short stories in English, written in the UK since 1945.
⑵　To introduce critical approaches for analysing and appreciating fiction in English. 
⑶　 To offer a survey of some major trends in literature and culture in Britain in the 

postwar period. 
⑷　To improve comprehension and discussion skills in English.

　This course will introduce ways to better appreciate fiction in English and to understand aspects of  modern 
British culture through reading short stories. During the semester, we will read a selection of representative 
short stories written by authors since 1945 （one story per week） and consider some techniques for analyzing 
and understanding fiction. In addition, each week the class will be introduced to some relevant historical and 
cultural background to the material. The overall aim will be to provide a short introduction to the postwar 
period in British literature through short stories. 
　Week 1： introduction; 2： Elizabeth Bowen, “Mysterious Kor’; 3： William Golding, “Miss Pulkinghorn”; 4： V.S. 
Pritchett, “A Family Man”; 5： Alan Sillitoe, “The Fishing Boat Picture”; 6： Doris Lessing, “To Room Nineteen”; 
7：Ted Hughes, “The Rain Horse”;  8： Muriel Spark “The House of the Famous Poet”; 9： J.G. Ballard, “Memories 
of the Space Age”; 10： Fay Weldon, “Weekend”; 11： Angela Carter, “Flesh and the Mirror”; 12 Kazuo Ishiguro, 
“A Family Supper”; 13： Hanif Kureishi, “My Son the Fanatic”; 14： Ali Smith, “Present”; 15： Exam.

Final exam 40％; Short exercises and quizzes 40％; mid-semester test 20％.
Bradbury, Malcolm, ed. The Penguin Book of Modern British Short Stories. Harmondsworth: 
Penguin 2011.

Some stories not in the textbook will be provided as photocopies.

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

William Shakespeare, The Winter’s Tale: Romance and Shakespeare’s Late Plays.
⑴　To read a play of William Shakespeare in the original English. 
⑵　To introduce some literary and historical contexts for studying English drama. 
⑶　 To develop analytic skills for understanding literary texts, and improve 

comprehension and discussion skills in English.

　“The Winter’s Tale” is one of the last plays written by William Shakespeare, and one of his most experimental 
works. It is an example of a so-called “romance” drama that combines tragedy and comedy, but also explores 
difficult, and relevant, questions about familial love, political authority, ethics, and civic responsibility. In this 
course, students will read the entire play in weekly instalments, and be introduced to the study of Shakespeare 
and English Renaissance drama, as well as the particular themes of the romances. We will also consider how the 
play relates to seventeenth-century society, religious belief, and politics, and also look at some later historical 
approaches to the drama.  
　Week 1： introduction; weeks 2-12： reading “The Winter’s Tale”; weeks 13-14： the performance history of 
“The Winter’s Tale”, 1600-2014; week 15： exam.

Two reaction papers 40％; mid-semester-test 20％; final exam 40％.
Shakespeare, William. The Winter’s Tale. Ed. Elizabeth Huddlestone. Cambridge: Cambridge 
University Press: 1999.

This course will be conducted in English. It should be possible to view film versions of the play as part of the 
course.

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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ヴィクトリア朝メロドラマと〈近代〉
１）文学テクストを原文で正確に読む英語読解力を育てる
２）メロドラマという文学の一ジャンルを通じて、〈近代〉とは何かについて考える
３）文学テクストを批評的に読み込む鑑賞眼を育てる

　「メロドラマ」とは18世紀末に登場した新しいジャンルで、元来は、場の雰囲気を盛り上げる音楽を伴った理性
よりも感性に訴える扇情的な演劇を指し、やがて小説など他ジャンルにも援用されるようになりました。この授業
では、〈近代〉に特徴的な文学様式とされるメロドラマについて、ヴィクトリア朝の時代を中心としたイギリスの
メロドラマを実際に読みながら、社会の世俗化、生活の機械化と産業化、それに伴う時間／空間認識の変化など、
〈近代〉がどのように大衆演劇と絡み合っているかを考察します。

第１回　導入：メロドラマ概論
第２回　 Isaac Pocock, The Miller and His Men （1813）
第３回　Douglas Jerrold, Black-Ey’d Susan （1829）
第４回　John Walker, The Factory Lad （1832）
第５回　L. H. Medina, Nick of the Woods （1838）
第６回　 Dion Boucicault, The Corsican Brothers 

（1852）
第７回　Dion Boucicault, The Octoroon （1859）
第８回　Dion Boucicault, The Colleen Bawn （1860）
第９回　Charles Selby, London by Night （1868）

第10回　Dion Boucicault, The Shaughraun （1874）
第11回　W. S. Gilbert, Engaged （1877）
第12回　 Oscar Wilde, The Woman of No Importance 

（1893）
第13回　 Oscar Wilde, The Importance of Being 

Earnest （1895）
第14回　Paul Potter, Trilby （1895）
第15回　 Henry Arthur Jones, Mrs Dane’s Defence 

（1900）

不定期に提出してもらうミニット・ペイパー（50％）、期末試験（50％）
教科書は使用せず、教員が準備したハンドアウトをもとに授業を進めます。参考書については
授業の中で適宜言及します。なお、授業で取り扱う作品の全文を読んでみたい方は、以下に当
たると良いでしょう。
Booth, Michael R., ed., The Magistrate and Other Ninettenth-Century Plays （Oxford UP） 
Andrew Parkin, ed., Selected Plays of Dion Boucicault （CUA Press）
James L. Smith, ed., Victorian Melodramas （Dent）
George Taylor, ed., Trilby and Other Plays （Oxford World’s Classics）

オフィス・アワー：毎週火曜日15時～17時

英 文 学 各 論 ２ 准教授 岩　田　美　喜 ６ 火 ３

イギリス小説とナショナル・アイデンティティ
⑴　英文学史の知識を身につける
⑵　小説を文化研究的に読むための方法を身につける
⑶　 イングランドのナショナル・アイデンティティ（イングリッシュネス）の歴史的展

開の概要を理解する

　イングランド像（「イングランドとは何か」）は、もちろん時代によって変化してきた。この授業では、18世紀な
かばの産業革命以後、そして帝国主義的拡大以後、イングランドのナショナル・アイデンティティがどのようなも
のとなっていったかを、ジェイン・オースティンからヴァージニア・ウルフまでの英文学のなかに探っていく。基
本的に講義形式で進めるが、学生はできるだけ作品を事前に読んできて、質問なりコメントなりをとおして積極的
に授業にからんできてほしい。また、いくつかの作品については昼休みや放課後を利用して映画を見るかもしれな
い（希望者のみ）。
　　第１回　イントロダクション
　　第２～４回　Jane Austen, Northanger Abbey, Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma, etc.
　　第５～６回　E. M. Forster, Howards End
　　第７～８回　世紀転換期のEnglishness─AustenとForsterのあいだで
　　第９～10回　Bram Stoker, Dracula　　
　　第11～12回　E. M. Forster, Maurice
　　第13～14回　Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, Between the Acts　
　　第15回　授業のまとめ

レポート（学部生4,000字程度、院生6,000字以上）100％
プリントを配布します

  

英 文 学 各 論 ２ 非常勤
講師 丹　治　　　愛 集　中

⑸     
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マイケル・ドレイトンの詩を通じてルネサンスを読む
１）イギリス・ルネサンスの本質を把握する
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涵養する
４）ジャンルの意義を（再）確認する

　《ルネサンス》とは何を意味しているのでしょう？「ギリシア・ローマ文化の再生・復活」と述べるだけでは不
十分に思われます。この時期、ヨーロッパ各地では、聖書の翻訳に端を発すると考えられる Vernacular 運動や植
民地権益をめぐる覇権争いに参画させることになった Nationalism が展開しているためです。ギリシア・ローマ文
化という（時間的・空間的に遠い）〈中心〉と自文化という（近い）〈周縁〉との関係が問われていたと捉えるべき
でしょう。本講義では、マイケル・ドレイトン（1563～1631）のOdes（1619）の検討を通じて、「ルネサンス」と
「イングランド」を接続しようと懸命な努力を行った詩人の足跡を辿りたいと考えています。何を主題とし、どの
ような詩形で書くべきかという問題に偏執的に取組むドレイトンの詩群の根底には、現在と過去、中心と周縁とを
書き直そうとする強い意志が存在しています。

第１週　 導入：ルネサンスとは？／ドレイトンの生
涯と作品／英詩韻律法

第２週　To Himself and The Harp
第３週　To The New Yeere
第４週　To His Valentine
第５週　The Heart / The Sacrifice to Apollo
第６週　To Cvpid / An Amouret Anacreontic
第７週　Loves Conqvest
第８週　To The Virginian Voyage

第９週　An Ode Written In The Peake
第10週　His Defence Against The Idle Critick
第11週　To His Rival / A Skeltoniad
第12週　The Cryer / To His Coy Love： A Canzonet
第13週　A Hymne To His Ladies Birth-Place
第14週　 To The Cambro-Britans and their Harpe, 

his Ballad of Agincovrt
第15週　まとめ：ドレイトンのルネサンス

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 ５ 水 ２

18世紀イギリス思想
⑴　イギリス思想の基本的知識を得る
⑵　批評的な思考法を身につける
⑶　イギリス思想の原点を読む英語力を身につける

　18世紀イギリスは近代的な政治・社会システムが整いつつあった時期ですが、あたらしく形成された近代という
システムを理解するためのさまざまな思想的な努力がなされた時期でもあります。興味深いのは、現在でははっき
り分かれている経済学、法学、文学といった分野の学問が「道徳哲学」（moral philosophy）というひとつの学問
として総合的に研究されていたということです。この講義では18世紀イギリス思想の主要な作家を何人か取り上
げ、その特徴を考えてゆきます。強調したいことは、18世紀イギリス思想を学ぶことはけっして骨董趣味ではなく、
現代社会を理解するためのさまざまなヒントを与えてくれるということです。
　　⑴　シャフツベリーと道徳哲学の始まり
　　⑵　マンデヴィルのシャフツベリー批判
　　⑶　フランシス・ハチソンと道徳感覚
　　⑷　デイヴィッド・ヒュームの現実主義
　　⑸　アダムスミスと道徳感情
　　⑹　ウィリアム・ゴドウィンと合理主義

期末試験70％・授業参加30％
プリント配布

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時

英 語 文 化 論 各 論 ２ 教授 大河内　　　昌 ６ 金 ２
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Elizabeth Bowen, The Heat of the Day: British Literature and the Second World War.
⑴　To read and examine in English a novel by the author Elizabeth Bowen. 
⑵　 To better understand aspects of the study and criticism of modern British 

literature and culture, especially around World War Two. 
⑶　To practice and improve reading, listening and discussion skills in English.

　“The Heat of the Day” （1948） by the Irish-born author Elizabeth Bowen （1899-1973） has become arguably 
the best-regarded British novel about the civilian experience of World War Two. It is a mixture of a spy thriller 
about an English traitor, a document of life in London during wartime, and a Modernist fiction about identity 
and memory. In this class, we will study the novel and place it in the context of British literature and culture 
during the 1940s. We will consider the impact of Modernist and Freudian ideas on literature in the decade, and 
the changes to cultural production, gender roles, and national identity produced during wartime. Comparison 
will be made with some other contemporary short stories by Bowen, and additional  literary and cinematic texts 
from the period will also be introduced. 
　Week 1： introduction; 2-3： Bowen’s short stories： “The Demon Lover” and “Tbe Happy Autumn Fields”; 
weeks 4-14： reading “The Heat of the Day” in instalments of around 30 pages a week; 15： conclusion.

Final Essay 40％; short class assignments 40 &; attendance & participation 20％.
Bowen, Elizabeth. The Heat of the Day. London: Vintage, 1988.

This course will be conducted in English.
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Kazuo Ishiguro, A Pale View of Hills
⑴　イギリス小説を読解する英語力を養う
⑵　批評的な思考法を身につける
⑶　論理的に議論を組み立てる方法を身につける

　現代イギリスを代表する小説化のひとりとなったKazuo Ishiguroの処女作A Pale View of Hillsを読み通します。
終戦直後の日本に舞台を設定し、「子殺し」というモチーフが底流に流れるこの作品は、すぐれた小説家としての
イシグロの特徴がよく出ています。英語は比較的平易です。文学的な英文を分析的に「深読み」する醍醐味を味わっ
て欲しいと考えています。
　授業では、毎回担当者を３人決めて内容の要旨と批評的なコメントを発表してもらいます。担当者の発表を軸に
議論してゆきます。

期末試験60％・発表40％
Kazuo Ishiguro, A Pale View of Hills （Faber & Faber）

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時
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Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
⑴　イギリス小説を読解する英語力を養う
⑵　批評的な思考法を身につける
⑶　論理的に議論を組み立てる方法を身につける

　イギリスの19世紀末の作家 Oscar Wilde の The Picture of Dorian Gray（『ドリアングレイの肖像』）を英語で読
み通します。快楽主義を実践する美少年ドリアンは、美しく描かれた自分の肖像画にある「願い」をかけます。そ
の「願い」はかなえられ、彼は背徳的で耽美的な快楽の世界に生きることになりますが、悲劇的な結末がまってい
ました……。英語はけっこう難解ですが、参考書や翻訳はいろいろと出ています。古典的な傑作の英文を分析的に
「深読み」する醍醐味を味わって欲しいと考えています。
　授業では、毎回担当者を３人決めて内容の要旨と批評的なコメントを発表してもらいます。担当者の発表を軸に
議論してゆきます。

期末試験60％・発表40％
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray （Oxford World’s Classics）

オフィスアワー：火曜日３時～４時30分、その他アポイントメントで随時
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William Shakespeare, As You Like It and Renaissance Pastoral.
⑴　To study the drama of William Shakespeare （1564-1616） 
⑵　 To better understand the style and the historical contexts of Renaissance English 

drama, especially comedy. 
⑶　 To introduce the idea of pastoral in the work of Shakespeare and early-modern 

English literature. 
⑷　To improve discussion and presentation of topics in English

　In this seminar, we will read William Shakespeare’s romantic comedy “As You Like It” （1599）  and consider 
the literary and historical context of the drama. In particular, the course will survey the important cultural idea 
of the “pastoral” （that is, an idea of nature and the happy life） in Renaissance English literature, by comparing 
the play with some short poems and artworks from the sixteenth century. We will consider the major elements 
and themes of Shakespeare’s comedy, including ideas of gender, marriage, the family, and romantic love, and 
also consider the influence on the play of other Elizabethan authors such as Christopher Marlowe and Edmund 
Spenser. Each week we will discuss an instalment of the play or a related text. Overall, students should be able 
to better understand （and enjoy） the work of Shakespeare and the continuing significance of English 
Renaissance literature. 
　Week 1： introduction： weeks 2-10： reading of the play in weekly instalments ; weeks 11-14： historical 
approaches to Shakespearean comedy; week 15： conclusion.

Term paper （40％）; shorter written assignments or quizzes （40％）; attendance and participation 
（20％）.
Shakespeare, William. As You Like It. Ed. Juliet Dusinberre. London: Bloomsbury, 2006.

We will be able to watch film recordings of the drama as part of the course.
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