
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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◆　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

批評理論Ⅰ
⑴　批評理論読解する英語力を身につける
⑵　批評理論の基本概念を理解する
⑶　論理的な思考法を身につける

　文学批評の方法は大まかに分けると作品を内在的に分析する方法と、歴史や社会といった作品の外側からアプ
ローチする方法に大別されます。前者はフォルマリズムと呼ばれ、後者には実証主義やマルクス主義批評がありま
す。この授業では、作品の中からのアプローチと外からのアプローチとして、フォルマリズムとマルクス主義を学
びます。教科書はTony Bennett,Formalism and Marxismを使います。この本は比較的古い本なのですが、絶版に
なることなく読まれ続けています。フォルマリズムとマルクス主義の基本を学ぶにはうってつけの本です。
　毎回担当者を二人決めて、内容の要約と批判的コメントを提示してもらいます。担当者の発表を起点に議論して
ゆきます。

発表60％・期末リポート40％
Tony Bennett, Formalism and Marxism, 2nd ed. （Routledge, 2003）

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 特 論 Ⅰ ２ 教授 大河内　　　昌 １学期 金 ３

批評理論Ⅱ
⑴　批評理論を読解する英語力を身につける
⑵　批評理論の基本概念を理解する
⑶　論理的な思考法を身につける

　現在でも、文学批評の方法が作品の中からのアプローチと外からのアプローチに分けられることはかわりありま
せん。後期はこの二つのアプローチの究極的な複雑形としてPaul de Man とFredric Jamesonの批評を学びます。
この二人には大きな共通点があります。それは「モダニズム」と「美学」への関心と、何より、ものすごく難解で
あるという点です。教科書は Adam Roberts, Fredric Jameson と Martin McQuillan, Paul de Man を使います。こ
れらの本は短い期間でAdornoとde Manの理論の概要を学ぶには便利な本です。
　毎回担当者を二人決めて、内容の要約と批判的コメントを提示してもらいます。担当者の発表を起点に議論して
ゆきます。

発表60％・期末リポート40％
Adam Roberts, Fredric Jameson （Routledge, 2000）
Martin McQuillan, Paul de Man （Routledge, 2001）

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 特 論 Ⅱ ２ 教授 大河内　　　昌 ２学期 金 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

◆　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 特 論 Ⅲ ２ 非常勤
講師 丹　治　　　愛 集　中

⑴     

Introduction to the Poetry of John Milton
⑴　To read selections from the poetry of John Milton
⑵　 To better understand techniques for reading 17th century poetry and 

understanding its historical context
⑶　To develop skills for the reading and discussion of  literary texts in English

　Both admired and reviled during his lifetime, John Milton （1608－1674） is one of the most influential, and 
controversial, poets in the English language. This course will read a selection of poetical works , including his 
early work collected in “Poems” of 1645 , the many sonnets he composed during his career, and significant parts 
of his most important work, the epic “Paradise Lost” （1667）. This course will examine Milton’s place in 
seventeenth century English literature and culture by exploring such topics as his idea of poetic vocation and 
responsibility, the use of pastoral and other Renaissance literary genre, the prosody and language of the poetry, 
and the ideas of political and religious liberty that inform his work. Students will be able to study several of his 
major poems （and specific parts of his epic poetry） and also consider the historical reception of his work. 
　Week 1： introduction; 2： “On the Morning of Christ’s Nativity” 3： “Lycidas”4-5： “Comus”; 6-7： Sonnets 
1640-1660 ; 8-9 “Paradise Lost” Book Ⅰ; 10-11： “Paradise Lost” Book Ⅱ; 12-13： “Paradise Lost” Book Ⅳ; 14-
15： “Paradise Lost” Book Ⅸ

Presentation 25%; Mid-semester paper 25%; Final research paper 50%.
Milton, John. Selected Poems. Ed. John Leonard. Harmondsworth: Penguin, 2007.

  

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

The Elegy in English Poetry
⑴　To read a selection of poetry from the 18th to the 21st century.
⑵　 To examine the literary and cultural aspects of the elegy in British and American 

Literature.
⑶　 To develop and improve skills for the reading and discussion of English literary 

texts .

　This course will study some versions of elegy written in English since the 18th century.The elegy, being a 
poem that remembers the dead, is a form that raises many issues of subjective experience, the varieties of 
personal relationships, and producing forms of public and collective memory. In this course we will consider a 
selection of British and American poems that use or develop the form of the elegy, and examine the themes of 
literary genre, psychological experience, and cultural evaluation that they entail. Students will be expected to 
produce a class presentation as well as a research paper. 
　Week 1： Introduction; 2： Thomas Gray “Elegy on a Country Churchyard”; 3： P.B. Shelley, “Adonais”; 4： 
Alfred Lord Tennyson, “In Memoriam A.H.H”; 5： Christina Rossetti, “L.E.L”; 6： Walt Whitman, “When Lilacs 
Last in the Dooryard Bloom’d”; 7： Thomas Hardy, “The Convergence of the Twain”; 8： Wilfred Owen, “Strange 
Meeting”; 9： W.H. Auden, “In Memory of William Butler Yeats”; 10： Roy Fisher, “The Entertainment of War”; 
11： Elizabeth Bishop, “Crusoe in England”; 12： Sylvia Plath, “Daddy”; 13： Philip Larkin, “Going Going”： 14： 
Seamus Haney： “Clearances; 15： Denise Riley, “A Part Song”.

Presentation 25%; Mid-semester report 25%; Final essay 50%.
There is no single textbook for this class： poems will be supplied as photocopies.

  

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 and Research Skills in English.
⑴　To improve composition skills for effective  English writing. 
⑵　To practice writing academic papers in English. 
⑶　To develop skills for developing successful research projects in the humanities.

　This class is intended to help students improve writing skills in English for graduate school assignments. We 
will look at basic approaches to planning and writing effective short essays in English on academic topics, 
including techniques for outlining and planning, drafting and editing documents, and the correct use of citation 
for source materials. Over the semester, students will be expected to write at least three short essays on 
academic topics. during which time different formats and techniques for academic writing will be introduced. 
　Week 1： 2-5： assignment one; 6-9： assignment two; 10-15： assignment three.

Three written assignments  25% each; additional coursework 25%.
Kirszner, Laurie G & Stephen R. Mandell. The Pocket Wadsworth Handbook. 6 th ed. 
Cengage Learning, 2015.

Unfortunately, it will not be possible for students to audit this class.

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 Research Writing and Reading
⑴　 To develop and improve skills in writing academic essays and dissertations in 

English.  
⑵　To practice research skills for preparing academic projects.
⑶　 To read and evaluate some different styles of professional academic writing in 

English. 
⑷　To improve English communication skills in the classroom.

　This semester is a continuation of the writing course from the previous semester. The emphasis this semester 
will be on developing a more individual authorial “voice” in academic writing and learning techniques for 
preparing a longer dissertation project. This will also involve the critical reading of various examples of 
professional academic writing, and assessing the different use of styles across the humanities. Over the course 
of the semester, students should complete at least three written essay assignments.
　Week 1： introduction; 2-5： project one; 6-9： project two; 10-13： project three： 14-15： conclusion.

Three assignments worth 25% each： additional class work 25%
Kirszner, Laurie G. & Stephen R. Mandell. The Pocket Wadsworth Handbook. 6 th ed. 
Stamford CT: Cengage Learning, 2015.

  

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

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 語 文 化 論 特 論 Ⅰ ２ 非常勤
講師 箭　川　　　修 １学期 水 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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◆　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

◇　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

As You Like It精読
１）シェイクスピアの英語を原文で正確に読める読解力を涵養する
２）演劇のテクストを批評的に解釈する力を涵養する
３）文学テクストを題材にした自由なディスカッションに親しむ

　この授業では、William Shakespeare, As You Like It（1599‒1600）を演習形式で精読します。毎回、担当者に
よる発表をもとに一定の分量を読み進めながら、受講者全員で議論を行います。これにより、パストラル文学、異
性装とジェンダー、カーニバル、政治、結婚制度など、さまざまな観点から論じられてきたシェイクスピアの代表
的喜劇の批評的な文脈を把握するとともに、新たな知見を受講者みなで探ってゆきたいと思います。

発表や発言など授業への貢献度（50％）
期末レポート（50％）
William Shakespeare, Michael Hattaway, ed., As You Like It （New Cambridge Shakespeare 
Series）

オフィス・アワー：毎週火曜日15時～17時

英 語 文 化 論 特 論 Ⅱ ２ 准教授 岩　田　美　喜 ２学期 水 ３
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