
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：
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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

英詩入門（1）
（1）英詩に関する基礎知識を身につける
（2）英語の読解力を身につける
（3）英文学史の基礎知識を身につける

　本講義では、ルネサンスから18世紀までのイギリスの比較的短い詩作品を毎回１～３篇取り上げ、分析読解して
ゆく。その中で、文学史の基礎知識、韻律や詩形に関する知識、修辞技法の知識を学んでゆく。だが、もっとも重
要なことは、言葉というものがもつ不思議な力を感じ取るということである。

第１週　イントロダクション
第２～４週　ルネッサンスの詩
第５～７週　形而上詩
第８～10週　18世紀の詩
第11～13週　ロマン主義の先駆け
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験

筆記試験（中間試験50％；期末試験50％）
教科書はありません。毎回プリントを配布します。

英 文 学 概 論 2 教授 大河内　　　昌 3 木 1

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

英詩入門（2）
（1）英詩に関する基礎知識を身につける
（2）英語の読解力を身につける
（3）英文学史の基礎知識を身につける

　前期に引き続き、比較的短いイギリスの詩作品を毎回１～３篇取り上げ、分析読解してゆく。今学期は、ロマン
主義から20世紀までをあつかう。その中で、文学史の基礎知識、韻律や詩形に関する知識、修辞技法の知識を学ん
でゆく。だが、もっとも重要なことは、言葉というものがもつ不思議な力を感じ取るということである。

第１週　イントロダクション
第２～４週　ロマン主義の詩
第５～７週　ヴィクトリア朝の詩
第８～10週　モダニズムの詩
第11～13週　現代の詩
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験

筆記試験（中間試験50％；期末試験50％）
教科書はありません。毎回プリントを配布します。

英 文 学 概 論 2 教授 大河内　　　昌 4 木 1

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



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：
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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

原文で読むイギリス小説
（1）英文学作品を原文で読める英語力を涵養する。
（2）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。

　スティーヴンソン『ジキル博士とハイド氏』（Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde （1886））を原文で精読する。授業は演習形式で進められる。毎回担当者が担当箇所の日本語訳およびコメン
トを発表し、それに基づいて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。

第１回：導入
第２～14回：作品の読解
第15回：試験

（○）筆記試験［60％］・（○）授業中の発表および発言［40％］
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Other Tales of 
Terror （Robert Mighal, ed., Penguin Classics）

英 文 学 基 礎 講 読  Ⅰ 2 准教授 岩 田 美 喜 3 水 5

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）

原文で読むイギリスの戯曲
（1）英文学作品を原文で読める英語力を涵養する。
（2）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。

　プリーストリー『夜の来訪者』（J. B. Priestly, An Inspector Calls （1947））を原文で精読する。授業は演習形式
で進められる。毎回担当者が担当箇所の日本語訳およびコメントを発表し、それに基づいて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。また、作品理解の一助として最後にこの戯曲を映像
で鑑賞する予定である。

第１回：導入
第２～14回：作品の読解と鑑賞
第15回：試験

（○）筆記試験［60％］・（○）授業中の発表および発言［40％］
J. B. Priestley, An Inspector Calls and Other Plays （Penguin Classics）

英 文 学 基 礎 講 読 Ⅱ 2 准教授 岩 田 美 喜 4 水 5

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）



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：
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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

The Short Story in British Literature.
１：To read and analyse a selection of short fiction written in English.
２：To develop the analytic and literary skills for making a detailed and informed 

analysis of a text in English.
３：To consider some of the principle conventions and techniques of fiction and prose 

narratives.
４：To learn about some of the major literary and historical aspects of the short 

story in British Literature of the nineteenth and twentieth centuries.

　In this course, we will read and analyze a selection of short stories written in the UK in the late nineteenth 
and early twentieth centuries as collected in the textbook. We will consider some of the basic aspects for 
reading and enjoying a story, such as narration, plot, characterisation and symbolism, as well as examine some 
important themes and preoccuopations about modernity that the stories raise. Why, for example, do so many 
stories from this modern, scientific period involve ghosts or the supernatural? Students will be asked to read a 
story in advance and be prepared to discuss it in groups during class and answer occasional test questions. 
There will be final exam on the last class of the semester.
　Provisional Schedule: Week 1 introduction 2 Charles Dickens and the Victorian ghost story 3 : Hardy and the 
uncanny 4 : Conrad and the colonial adventure story 5 : Kipling and the imperialist ghost story 6 : Wells and 
science fiction 7 : Mansfield and modernism 8 : Bowen and the war-story 9 : Waugh and comedy 10 : Wilson and 
the horror story 11-13: James Joyce and the Irish Short Story 14: Exam.

Attendance 20%　Quizzes and in-class tests 30%　Final exam 50%
Christopher Dolley, ed. The Penguin Book of English Short Stories （Harmondsworth: Penguin, 
1967）

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

Office Hour：To be confirmed.

William Shakespeare, The Tempest
１：To read and analyze Shakespeare's play in the original English.
２：To develop skills for the literary analysis of work of drama.
３：To introduce the historical and cultural context of English Renaissance literature.
４：To consider some important arguments in modern literary and cultural studies 

about the representation of race and ideas of power in western literature.

　The Tempest （1612-13） is one of Shakespeare's most popular, but controversial, plays. According to some, the 
play is a celebration of the power of art and the theatre; for others, it is a document about colonialism and the 
origins of the slave trade. For these reasons, the play has become an important test-case for arguments about 
how works of English literature should be read in the globalised twenty-first century. In this course we will 
read the play in detail and consider how and why such differing interpretations of the play have circulated. 
Each week, students will be asked to read a portion of the text for discussion in class, and also consider some 
critival approaches to the play. Assessment will be by occasional class tests and a final written exam.
　Schedule will be as follows: Week 1 introduction, weeks 2 -11 reading The Tempest, 12 The Tempest and 
aesthetic criticism, 13 The Tempest and colonialism 14: The Tempest and the post-colonial 15: Final exam.

Attendance 20%　Quizzes and in-class assignments 30%　Final exam 50%
William Shakespeare, The Tempest. Ed. Stephen Orgel （Oxford: Oxford University Press 
2008）．

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

Office Hour：To be confirmed



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：
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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

◇　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

Shakespeare, Romeo and Julietを読む
（1）シェイクスピア作品の原典精読を通じて、英文学研究に必要な英語力を涵養する。
（2）イギリス演劇に関する知識を身につける。
（3）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。

　William Shakespeare, Romeo and Juliet を原文で精読しながら、英国ルネサンス演劇の基礎知識、初期近代英語
の文法、注釈の読み方、さらには演劇のテクストを批評的に分析する手法までを学ぶ。授業は演習形式で行われる
ため、受講者は入念な予習を必要とする。また、作品理解の一助として映像資料を鑑賞する予定である。

第１～２回：導入
第３～４回：第１幕
第５～６回：第２幕　
第７～８回：第３幕
第９～10回：第４幕
第11～12回：第５幕
第13～14回：作品の鑑賞および全体的な議論
第15回：試験

（○）筆記試験［50％］・（○）授業中の発表および発言［50％］
William Shakespeare, Romeo and Juliet （Oxford School Shakespeare）

英 文 学 各 論 2 准教授 岩 田 美 喜 5 火 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）

現代イギリス短編小説を読む
（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）文学テクストを批評的に読む能力を身につける。

　現代イギリス短編小説を毎回一編ずつ取り上げて、精読および分析をする。授業は演習形式で進められ、毎回担
当者が作品の粗筋や重要な英語表現および分析的コメントを発表し、それに基づいて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。

第１回：導入
第２回：Elizabeth Bowen, ‘Mysterious Kor’
第３回：V. S. Pritchett, ‘A Family Man’
第４回：Graham Greene, ‘The Invisible Japanese Gentleman’
第５回：Jean Rhys, ‘The Lotus’
第６回：William Golding, ‘Miss Pulkinhorn’
第７回：Muriel Spark, ‘The House of the Famous Poet’
第８回：Edna O’Brien, ‘In the Hours of Darkness’
第９回：David Lodge, ‘Hotel des Boobs’

　　第10回：Angela Carter, ‘Flesh and the Mirror’
　　第11回：Salman Rushdie, ‘The Prophet’s Hair’
　　第12回：Julian Barnes, ‘One of a Kind’
　　第13回：Graham Swift, ‘Seraglio’
　　第14回：Kazuo Ishiguro, ‘A Family Supper’
　　第15回：試験

（○）筆記試験［50％］・（○）授業中の発表および発言［50％］
Malcolm Bradbury, ed., The Penguin Book of Modern British Short Stories （Penguin）

英 文 学 各 論 2 准教授 岩 田 美 喜 6 火 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）



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：
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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

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 各 論 2 非常勤
講師 武 田 将 明 集中

（5）     

  

William Wordsworthとフランス革命（1）
（1）政治と文化の関係を理解する
（2）ロマン主義について理解する
（3）文化史に対する分析的なアプローチを身につける

　イギリス・ロマン主義の詩人 William Wordsworth を中心に取り上げながら、政治と文学の問題を考察する。ロ
マン主義とは何かという問題は、同時代のフランス革命とその政治的・文化的な影響と切り離して考えることはで
きない。本講義では、Wordsworthの詩論や詩作品を読解しながら、政治と文学・文化の関係について考察する。

第１週　イントロダクション
第２～４週　ロマン主義とは何か
第５～７週　Lyrical Ballads
第８～10週　Wordsworthの詩論
第11～13週　Wordsworthの詩作品
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験

平常点（出席・発言）：30％、期末試験70％
教科書はありません。毎回プリントを配布します。

英 語 文 化 論 各 論 2 教授 大河内　　　昌 5 金 2

オフィスアワー：火曜日午後３時～５時、その他アポイントメントによって随時



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：
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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

William Wordsworthとフランス革命（2）
（1）政治と文化の関係を理解する
（2）ロマン主義について理解する
（3）文化史に対する分析的なアプローチを身につける

　前期に引き続いて、イギリス・ロマン主義の詩人 William Wordsworth を中心に取り上げながら、政治と文学の
問題を考察する。今学期は、Wordsworth の自伝的な作品である The Prelude を取り上げ、そのテクストを精読し
てゆく。その中で、彼の政治的・社会的な体験がいかに詩のテクストの中に織り込まれていったのかを、分析して
ゆく。

第１週　イントロダクション
第２～４週　The Prelude, Book Ⅰ～ Book Ⅳ
第５～７週　The Prelude, Book Ⅴ～ Book Ⅷ 
第８～10週　The Prelude, Book Ⅸ～ Book Ⅻ
第11～13週　The Prelude, Book XIII～ Book XIV
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験

平常点（出席・発言）：30％、期末試験70％
教科書はありません。毎回プリントを配布します。

英 語 文 化 論 各 論 2 教授 大河内　　　昌 6 金 2

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

John Webster, The Duchess of Malfi: Power, Corruption and Revenge in Seventeenth 
Century Drama
１：To read and analyze a work of drama
２：To develop and improve analytic skills for comprehending and discussing a work 

of early modern English literature.
３：To acquire subject knowledge about seventeenth century English drama and 

contemporary critical debates in this field.
４：To develop skills for English language group discussion and individual essay 

writing.

　In this course we will consider some aspects of Renaissance English drama after Shakespeare by reading 
John Webster's play The Duchess Of Malfi （1614）. This provocative example of Jacobean revenge tragedy raises 
many questions about ideas of social authority, individual liberty and corruption in the period, as well as 
providing one of the most famous female heroines in English drama. Each week we will read an extract of the 
text, or some selected secondary criticism, and analyze the play as a work of drama and in the context of 
seventeenth century culture. We will also consider how the play continues to cause controversy in modern 
criticism. Assessment will be by class exercises and a final essay.
　Schedule: Week 1, introduction to Jacobean Drama, 2-10 Reading the play, 11 Revenge tragedy conventions 12 
Women in seventeenth century England, 13 Humanist criticism, 14 Anti-humanist criticism 15, Conclusion.

Attendance 20%　In-class tests 40%　Final Essay 40%
John Webster The Duchess of Malfi. New Mermaids Ed. Brian Gibbons （London: A.C.Black, 
2001）．

英 文 学 講 読 2 准教授 ティンク・ジェイムズ 6 月 2

Office Hour：To be confrmed
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◆　到達目標

◆　授業内容・目的・方法

◇　成績評価の方法
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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

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervillesを読む（1）
（1）英文の正確な読解力を身につける
（2）分析的な読解法を身につける
（3）論理的な議論の組み立て方を学ぶ

　ヴィクトリア朝の作家Thomas Hardyの代表作であるTess of the D’ Urbervilleを読解する。毎回担当者を決め
て担当部分について発表してもらい、その発表を起点にしてディスカッションを進める。担当者以外の学生の活発
な発言を期待する。

発表40％；期末試験60％
Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles （Oxford World Classics, 2005）

英 文 学 演 習 Ⅰ 2 教授 大河内　　　昌 5 水 1

オフィスアワー：火曜日午後３時～５時、その他アポイントメントによって随時

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervillesを読む（2）
（1）英文の正確な読解力を身につける
（2）分析的な読解法を身につける
（3）論理的な議論の組み立て方を学ぶ

　前期に引き続いてヴィクトリア朝の作家Thomas Hardyの代表作であるTess of the D’ Urbervilleを読解を進め
る。前期同様、毎回担当者を決めて担当部分について発表してもらい、その発表を起点にしてディスカッションを
進める。担当者以外の学生の活発な発言を期待する。受講者は前期の授業内容を理解していることを前提として授
業を進める。

  
Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles （Oxford World Classics, 2005）

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　chapters 31－33
第３週　chapters 34－36
第４週　chapters 37－39
第５週　chapters 40－42
第６週　chapters 43－45
第７週　chapters 46－48
第８週　chapters 49－51

第９週　chapters 52－53
第10週　chapters 54－55
第11週　chapters 56－57
第12週　chapters 58－59
第13週　chapters 60
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験

第１週　イントロダクション
第２週　chapters １－３
第３週　chapters ４－６
第４週　chapters ７－９
第５週　chapters 10－12
第６週　chapters 13－15
第７週　chapters 16－18
第８週　chapters 19－21

第９週　chapters 22－23
第10週　chapters 24－25
第11週　chapters 26－27
第12週　chapters 28－29
第13週　chapters 30
第14週　総括的な質疑応答とディスカッション
第15週　学期末試験



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

その他：
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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

Introduction to Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales
１：To read and analyze a selection of poems by Chaucer in a modernized English text.
２：To develop skills for the literary analysis of poetry and narrative.
３：To consider the historical and cultural background to medieval English literature 

and its relationship to literary history.
４：To provide students with the opportunity （if they so wish） to analyze the 

linguistic form of Middle English.

　Geoffry Chaucer's collection The Canterbury Tales （written in the 1390s） is the most popular work of 
medieval literature in English, although its linguistic differences from modern English can make it seem difficult. 
In this course we will use a modernized version of the text to read a selection of tales and examine how the 
poem explores the society and belief of the English Middle Ages. We shall concentrate on 'The General 
Prologue', 'The Wife of Bath's Tale' and 'The Pardoner's Tale' in particular and topics for discussion will include 
ideas of social order and identity in the fourteenth century, medieval religious beliefs, and questions of gender 
and sexuality in the text. Students will be expected to read the selections as directed each week and join in 
group discussions as well as submit short tests and a final essay. There will also be opportunities and to 
consider the original language version of the poem, for students who wish to do so.
　Schedule: week 1 introduction, weeks 2 -4 reading the 'General Prologue', weeks 5 -8 'The Wife of Bath's Tale' 
9-12 'The Pardoner's Tale' 13-14 'The Clerk's Tale' 15, conclusion.

Attendance 20%　Quizzzes and in-class tests 40%　Final essay 40%
Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales. Trans. Nevill Coghill （Harmondsworth: Penguin 
Classics, 2003）．

英 文 学 演 習 Ⅲ 2 准教授 ティンク・ジェイムズ 5 月 2

Office Hour：To be confirmed


