
 

2013年度 Junior Seminar 

予備登録について 
 

＊ Junior Seminarは必修科目 

2003年度以降生は、必修科目なので卒業に必要な科目です。科目登録を間違いなく行うよう 

充分注意してください。 

また、予備登録手続きだけでは科目の登録を完了したことにはなりません。 

来年４月の登録時に、必ず指定を受けたクラスの登録を行ってください。 

 

＊ クラス定員は 17名 

各クラスの登録希望者が定員を越えた場合は担当者によって選考が行われます。 

 

＊ 希望クラスは第３希望まで記入 

必ず第３希望まで記入してください。空欄がある場合は受付できません。 

 

＊ 選考方法はクラス別 

「希望理由書」が要求されているクラスに登録を希望する学生は、予備登録票とともに指定された書式・ 

長さの「希望理由書」（A4 サイズ紙）を提出してください。第１希望～第３希望まですべて「希望理由書」が必

要なクラスを選択の場合は、３通必要となります。 

「成績」については、証明書類を提出する必要はありません。 

 

＊ １２月 4日（火）選考結果発表 

文学部掲示板（両校地） 

文学部ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

クラ

ス 
担 当 者 選 考 方 法 

1 赤松 信彦 
成績 

希望理由書 

成績：成績は選考の補助的資料として使用する 

希望理由書：（長さ）自由 （書式）ワープロ書き 

２ 秋篠 憲一 成績 総合成績を見ます 

３ D J. Chandler  成績 
 

４ 圓月 勝博 
成績 

希望理由書 

成績：GPA（希望理由書も参考にします） 

希望理由書：（長さ）日本語 500～1000字（英語の場合は 250～500語）程度 

      （書式）A4版ワープロ横書き 

５ 藤井 光 希望理由書 希望理由書：（長さ）500字程度 （書式）自由 

６ 林 以知郎 成績   

７ 石塚 則子 成績   

８ 金津 和美 成績   

９ 金谷 益道 成績 成績：必修科目の成績を選考対象とする 

１０ 勝山 貴之 
成績 

希望理由書 

A4サイズ １枚程度（ワープロ） 

基本的には希望理由書ですが、理由書だけでは判断し難い場合、成績も参考にします。 

１１ 菊田 千春 成績   

１２ Leo J. Loveday 成績   

１３ 中井 悟 成績   

１４ 大沼 由布 
成績 

その他 
その他：特にアピールしておきたいことがあれば、担当者に連絡をとってください。 

１５ Mark Richardson 希望理由書 
（長さ）150 words. 

（書式）Typed document (in English).  

１６ 斉藤 延喜 成績   

１７ 下楠 昌哉 
成績 

その他 

成績：ＧＰＡおよび履修状況 

その他：事前に相談などあれば、考慮します。ただし、確実な受け入れを約束するもの

ではありません。 

１８ 白川 恵子 成績   

１９ 菅原 真理子 成績 
 

２０ 田中 貴子 

成績 

希望理由書 

その他 

成績： GPA (参考資料として) 

希望理由書：（長さ）自由 （書式）パソコンのワープロソフト(Wordなど)を使用。 

その他：希望理由書を最重要視します。成績(GPA)は参考資料とし、これら二つを「総合

的に」判断します。 

２１ 龍城 正明 成績   

２２ D. R. Terhune 成績 成績：累積 GPAで判定する。 

２３ 臼井 雅美 成績 
 



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １  赤松信彦 

 授業のねらい 

 このセミナーでは、第二言語または外国語としての英語に関して、応用言語学および認知科学の観点から、その学習と指導について学びます。 

 春学期（Junior Seminar I）は、第二言語習得・外国語学習に関する研究分野で、現在盛んに研究されている研究テーマや基本的概念について

学び、基礎的知識を構築します。特に、(a) Krashenの第二言語習得に関する５つの仮説、(b) SwainのComprehensible Output Hypothesis、(c) 文

法知識の習得（Focus on Form）、(d) 語彙習得、(e) 学習動機など、その基本的な概念、理論、研究方法、研究成果について学びます。 

 成績評価 

 口頭発表、期末試験、期末レポートを総合的に判断し、最終成績を決定します。 

 教科書 

 特定の教科書は使用せず、学術雑誌や専門書から、適宜 reading assignmentを指定します。 

 受講上の注意 

 このセミナーは、英語教師を目指している学生だけではなく、一般的な興味として、母語、第二言語、そして外国語の学習に関心のある学生を

対象としています。したがって、このセミナーを受講する学生には、言語学習に関連のある他の科目（例えば、「英語科教育法」、「英語教育特

論」、「言語学」、「英語学」など）を受講することを勧めています。 

 このセミナーの特徴の一つに、学生の口頭発表やディスカッションを中心においた授業が挙げられます。学生の自主的な参加・運営のもとにセミ

ナーは進行し、グループ発表の準備や勉強会等、授業以外に学生が自主的に集まり学習することが求められます。したがって、このセミナーの受

講を希望する学生は、積極的に授業外でクラスメイトと共に学ぶ時間を取ることが求められます。また、田中貴子先生やタヒューン先生の Junior 

Seminarを履修している学生との交流も計画しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １  赤松信彦 

 授業のねらい 

 このセミナーでは、第二言語または外国語としての英語に関して、応用言語学や認知科学の観点から、その学習と指導について考察・研究しま

す。 

 秋学期（Junior Seminar II）は、春学期に学んだ第二言語習得に関する知識を発展させるため、語彙習得と読解習得（Vocabulary Learning、

Mental Lexicon、Word Recognition、Reading）の分野に焦点を絞り、学んでいきます。春学期に学んだ基本的な概念、理論、研究方法、研究成果

について、さらに理解を深め、秋学期の後半は、興味のあるテーマにしたがって、研究グループを構成します。各グループごとに具体的な研究テ

ーマを絞り込み、関連文献を集中的に読み、その研究テーマが持つ重要性についてグループ単位で研究します。 

 成績評価 

 口頭発表、期末試験、期末レポートを総合的に判断し、最終成績を決定します。 

 教科書 

 特定の教科書は使用せず、学術雑誌や専門書から、適宜 reading assignmentを指定します。 

 受講上の注意 

 このセミナーは、英語教師を目指している学生だけではなく、一般的な興味として、母語、第二言語、そして外国語の学習に関心のある学生を

対象としています。したがって、このセミナーを受講する学生には、言語学習に関連のある他の科目（例えば、「英語科教育法」、「英語教育特

論」、「言語学」、「英語学」など）を受講することを勧めています。 

 このセミナーの特徴の一つに、学生の口頭発表やディスカッションを中心においた授業が挙げられます。学生の自主的な参加・運営のもとにセミ

ナーは進行し、グループ発表の準備や勉強会等、授業以外に学生が自主的に集まり学習することが求められます。したがって、このセミナーの受

講を希望する学生は、積極的に授業外でクラスメイトと共に学ぶ時間を取ることが求められます。また、田中貴子先生やタヒューン先生の Junior 

Seminarを履修している学生との交流も計画しています。 

   



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ２  秋 篠 憲 一 

 授業のねらい 

ケルト人の伝説的英雄であるアーサー王と円卓騎士団の物語は 12世紀フランスで花開き、その後の文学・絵画・音楽・映画に魅力あふれる題材

を提供しています。アーサー王伝説は、アーサーの生涯を伝える物語を原型として、のちに愛する女性への献身的愛と忠誠を重んじる宮廷風恋

愛をテーマとする物語や、騎士達の冒険の物語が加わって物語群を形成しました。このクラスでは、15世紀のイギリスの騎士である Sir Thomas 

Maloryによって書かれ、William Caxtonによって印刷・出版された Le Morte Darthurを読みます。15世紀の英語で書かれていますが、現代英語

がしっかり読めれば、心配はいりません。 

 成績評価 

平常点  !0%  毎回出席をとります。 

ペーパー 70%  Le Morte Darthurについてのペーパー(英文で 1500語程度)を提出してもらい、テーマは各自で決めてもらいます。 

口頭発表 20%  担当を決めて、各自 15分程度の発表をしてもらいます。 

 教科書 

Sir Thomas Malory, Le Morte D'Arthur, Vols. I & II (Penguin Classics) 

 受講上の注意 

特にありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ２  秋 篠 憲 一 

 授業のねらい 

 アーサー王のロマンスの研究の一環として、13世紀にフランスで書かれた The Vulgate Cycle (流布本物語群)の中の、La Mort Le Roi Artu  

(The Death of King Arthur)を読みます。この作品は、春学期に読んだ Le Morte DarthurをMaloryが書いたときに典拠とした作品の一つであると

考えられています。このフランスの作品では、騎士達による聖杯探求のあと、アーサー王の円卓騎士団がどのように崩壊していったかが描かれま

す。イギリス人の騎士Maloryはどのようにフランスの sourceを解釈し、加筆・修正していったのか、二つの作品を比較・分析して欲しいと思います。 

 なお、Senior Seminarでは、12世紀フランスで、見事にアーサー王ロマンスの花を開かせた Chretien de Troyesの作品と、欧米で広く知られてい

るTristanと Iseultの悲しい恋の物語を読みます。上記の作品はいずれもフランス語で書かれていますが、現代英語訳を使いますので、心配はいり

ません。 

 

 成績評価 

平常点  10%  毎回出席をとります。 

ペーパー 70%  The Death of King Arthurについてのペーパー(英文で 1500語程度)を提出してもらい、テーマは各自で決めてもらいます。 

口頭発表 20%  各自 15分程度の発表です。 

 教科書 

James Cable (trans.), The Death of King Arthur (Penguin Classics) 

 受講上の注意 

特にありません。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Junior Seminar I ３  David Chandler 

 授業のねらい 

BRITISH MUSICAL THEATRE FROM THE MIKADO TO MAMMA MIA!  

 

The “musical” has been one of Britain’s most successful contributions to the culture of the world. For millions of people around the 

globe it is the essence of popular theatre. This class will study the development of the musical from the time of The Mikado (1885), 

which for 50 years was the most profitable theatrical work in the world (and an incredibly influential representation of Japan!), to 

Mamma Mia! (1999), so far the most popular theatrical work of the 21st century. But musical theatre is not just musicals. Operas may 

be less full of catchy tunes, but they often have more to say, and the class will also look at some great operas, starting with A Village 

Romeo and Juliet (1907) and ending with the fascinating The Man Who Mistook His Wife for a Hat (1986). In total you’ll study 12 

musicals and 4 operas, reading and discussing the stories, listening to samples of the music, and considering how the music 

contributes to the theatrical experience. Each semester you’ll choose one musical or opera to study by yourself and write a report on. 

Two of the musicals were adapted from famous novels (Oliver Twist and Wuthering Heights) and you’ll read abridged versions of 

those novels and think about how stories get adapted for the theatre. (In the Senior Seminar you’ll learn about British musical theatre 

before The Mikado, when there was no clear difference between musicals and operas.) 

 

The first semester covers the period up to Oliver! (1960), at that time the longest-running musical ever seen in London. Among other 

things you’ll learn about the French influence on the modern musical, and the way that the British musical faced powerful competition 

from the American musical in the 1920s, and again in the 1950s, and developed its own styles. You’ll also learn about the way 

composers of opera explored tragic themes: doomed love in A Village Romeo and Juliet and social isolation in Peter Grimes (1945).  

 

 成績評価 

60% of the mark is for class attendance and participation; 40% for a report on one of the operas or musicals you have studied in the 

class (you’ll choose which one you want to work on).  

 教科書 

There is no textbook. Handouts will be distributed each week, and you'll need to download some further materials from the internet. 

 受講上の注意 

If you want to take this class you should definitely have some interest in music, preferably both classical music and popular music. 

However, you do not need any specialized knowledge of music. Some preparatory reading will be required each week. All teaching 

will be in British English! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Junior Seminar II ３  David Chandler 

 授業のねらい 

BRITISH MUSICAL THEATRE FROM THE MIKADO TO MAMMA MIA!  

 

In the second semester you’ll extend your study of British musicals and operas, begun in the first semester, this time focusing on the 

period since 1960. The big name since then has been Andrew Lloyd Webber, and we’ll study 4 of his musicals: Joseph and the 

Amazing Technicolor Dreamcoat (1968-73), Jesus Christ Superstar (1970), Cats (1981) and The Phantom of the Opera (1986) – all of 

them among the most successful theatrical works ever written. The words for the first 2 were written by Tim Rice, who also wrote 

Heathcliff (1996), based on Wuthering Heights. And finally we’ll look at Mamma Mia! and the way it uses songs by ABBA (a formula 

for making a “jukebox” musical that has become incredibly influential). As well as these musicals we’ll study an opera specially 

written for children and Michael Nyman’s fascinating psychoanalytical opera, The Man Who Mistook His Wife for a Hat (1986). 

Among other things, we’ll be thinking about the evolution of the “megamusical,” the relationship between culture and money, and the 

tensions between popular and “high” culture. By the end of this semester you should be ready for a lifetime of enjoying musical 

theatre works of all kinds. 

 

 成績評価 

60% of the mark is for class attendance and participation; 40% for a report on one of the operas or musicals you have studied in the 

class (you’ll choose which one you want to work on).  

 教科書 

There is no textbook. Handouts will be distributed each week, and you'll need to download some further materials from the internet.     

 受講上の注意 

If you want to take this class you should definitely have some interest in music, preferably both classical music and popular music. 

However, you do not need any specialized knowledge of music. Some preparatory reading will be required each week. All teaching 

will be in British English! 



 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ４          圓月 勝博 

 授業のねらい 

『失楽園』（Paradise Lost, 1667）で名高い英文学史上最高の詩人ジョン・ミルトン（John Milton, 1608-74）を研究する。キリスト教とギリシャ・ローマ

の古典をともに知り尽くした彼の作品は、非常に難しいことでもよく知られているが、忍耐強く本気で読み続ければ、生涯の財産となる心の糧を手

に入れることができるであろう。この授業のねらいは、本物に親しむ喜びを若い人たちに知ってもらうことである。 

春学期に開講されるこのクラスにおいては、ミルトン研究入門として、彼が残した 23編のソネットを執筆順に読む。作品講読と並行して、受講生

一人ひとりに 10分程度の発表をしてもらい、ミルトンについて語り合う予定である。学期末には、レポート（英文 1500語程度）を提出してもらう。良

心とは何か。自由とは何か。そして、英文学とは何か。全員で真剣に考える。 

 

 成績評価 

平常点 40％ 

発表 20％ 

学期末レポート 40％ 

 教科書 

John Milton, The Major Works, eds. by Stephen Orgel and Jonathan Goldberg (Oxford: Oxford University Press, 1991). 

 受講上の注意 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ４          圓月 勝博 

 授業のねらい 

『失楽園』（Paradise Lost, 1667）で名高い英文学史上最高の詩人ジョン・ミルトン（John Milton, 1608-74）を研究する。キリスト教とギリシャ・ローマ

の古典をともに知り尽くした彼の作品は、非常に難しいことでもよく知られているが、忍耐強く本気で読み続ければ、生涯の財産となる心の糧を手

に入れることができるであろう。この授業のねらいは、本物に親しむ喜びを若い人たちに知ってもらうことである。 

秋学期に開講されるこのクラスにおいては、いよいよ『失楽園』を読み始める。作品講読と並行して、受講生一人ひとりに 10分程度の発表をして

もらい、ミルトンについて語り合う予定である。学期末には、レポート（英文 1500語程度）を提出してもらう。 良心とは何か。自由とは何か。そして、

英文学とは何か。全員で真剣に考える。     

 成績評価 

平常点 40％ 

発表 20％ 

学期末レポート 40％      

 教科書 

John Milton, The Major Works, eds. by Stephen Orgel and Jonathan Goldberg (Oxford: Oxford University Press, 1991).      

 受講上の注意 

特になし。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ５  藤井 光 

 授業のねらい 

現代アメリカの社会も文学も、「移動」してきた者を抜きには考えることができません。そうした越境や移動を主題とする、未訳の短編小説を読みな

がら、現代のアメリカ社会や多文化的状況などを理解することを目指します。また、文学作品の翻訳も課題の一つです。 

 

Daniel Alarcon, “Second Lives,” Miroslav Penkov, “Buying Lenin”など 

 

 成績評価 

平常点 50%、期末課題およびレポート 50% 

 教科書 

プリントを配布します 

 受講上の注意 

授業では毎回自分の意見を述べる用意をしてくることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ５  藤井光 

 授業のねらい 

秋学期はアジアからの移民・移動を背景とした物語に焦点を当て、アメリカ文化と越境者たちが抱えた文化とのせめぎ合いなどを考えていきます。

文学作品の読みと同時に、歴史的なコンテクストも押さえていくことになります。春学期同様、翻訳も課題の一つとなります。 

 

Lysley Tenorio, “Monstress,” Krys Lee, “Temporary Marriage” など。 

 

 成績評価 

平常点 50%、期末課題 50% 

 教科書 

プリントを配布します。 

 受講上の注意 

授業では毎回自分の意見を述べる用意をしてくることが求められます。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ６  林 以知郎 

 授業のねらい 

「アメリカ中編・短編小説の探偵たち」 

小説を読むときの何よりの楽しみといえば，「なぜ彼はこんなことをしでかしたのだろう」、「なぜ彼女はこんなに不幸なんだろう」などと、作品の奥に

隠しこまれた謎や仕掛けを解き明かしていく発見の面白さにつきるだろう。物語の核に謎解きをはらんだ文学形態のもっとも純粋な形は「推理小

説」である、と言える。推理・探偵小説の始まりは最近も映画化されたエドガー・アラン・ポウに求めることが出来るとされるわけだから，仕掛けと謎を

解き明かす「探偵たち」の系譜からアメリカ中・短編小説を読んでみることも面白いだろう。春学期ではポウ、ナサニエル・ホーソーンやハーマン・メ

ルヴィルなどの 19世紀アメリカ作家を中心に，謎解きや追跡，正体の探索など「探偵行為」をそのうちにはらんだ短編小説群を取り上げて考察し

ていく。作品を分析・読解する訓練を通して，テキストに散りばめられ―あるいは隠しこまれた―メッセージを掘りおこし解読するという「探偵」行為

の楽しみを味わってみたい。      

 成績評価 

平常点      ２０％ 出席、クラスでの口頭発表、討論への参加を評定する。 

 期末ペーパー ８０％ 取り上げた作品の分析能力および表現能力を評定する。英文で 1,200語程度のペーパーを課す。           

 教科書 

プリント教材を用意する。 

 受講上の注意 

セミナーであるからには学生の主体的な参加を期待する        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ６  林 以知郎 

 授業のねらい 

「アメリカ中編・短編小説の探偵たち」 

春学期に取り上げた 19世紀アメリカ作家の短編小説を読む/ 探偵する営みを発展させて、「謎」の設定とその解明（あるいはその失敗）という構造

をもった作品をさらに考察していく。秋学期はポウ、ホーソーン、メルヴィルに加えて、マーク・トゥエインが書いた「探偵小説」も読んでみたい。      

 成績評価 

平常点      ２０％ 出席、クラスでの口頭発表、討論への参加を評定する。 

期末ペーパー  ８０％ 取り上げた作品の分析能力および表現能力を評定する。英文で 1,400語程度のペーパーを課す。      

 教科書 

プリント教材を用意する。 

 受講上の注意 

セミナーであるから学生の主体的な参加を切に期待する。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ７  石塚 則子 

 授業のねらい 

このクラスの目的は、１９２０年代のアメリカ文学を代表する作家アーネスト・ヘミングウェイと F. スコット・フィッツジェラルドの作品を、モダニズム

文学テクストとして、また当時の文化的社会的背景も踏まえながら、読み解くことです。第一次世界大戦後のアメリカは、物質的繁栄を背景に、

様々なマス・メディアが発達し、映画、ジャズ、スポーツなどの大衆消費文化が開花し、それぞれの分野でヒーローが誕生しました。その華やかさと

俗物性に満ちた時代は「狂乱の２０年代」とも言われています。しかし、この時代の文学テクストには、繁栄を極める時代のエネルギーと共に、虚無

感、閉塞感などが反映されています。富に対する憧れと幻滅、享楽的な生と死への恐怖など、この時代を生き抜くことの苦悩が投影されているヘミ

ングウェイとフィッツジェラルドの短編と中編小説を読みながら、アメリカの 1920年代について考えてみたいと思います。 

春学期には、ヘミングウェイの初期の作品である短編集 In Our Time (1925)と中編小説 The Sun Also Rises (1926)を取り上げます。クラスは、口

頭発表とクラスディスカッションを中心に進めます。 

 成績評価 

クラスでの活動と中間小レポート（日本語または英語）、学期末の英文ペーパー（1200語程度）と平常点によって、総合的に評価します。 

 教科書 

Ernest Hemingway, In Our Time (Scribner Paperback Fiction, 1996). 

---, The Sun Also Rises (Scribner Paperback Fiction,1954). 

 受講上の注意 

質問のある人は、電子メールで、石塚まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ７  石塚 則子 

 授業のねらい 

このクラスの目的は、１９２０年代のアメリカ文学を代表する作家アーネスト・ヘミングウェイと F. スコット・フィッツジェラルドの作品を、モダニズム

文学テクストとして、また当時の文化的社会的背景も踏まえながら、読み解くことです。第一次世界大戦後のアメリカは、物質的繁栄を背景に、

様々なマス・メディアが発達し、映画、ジャズ、スポーツなどの大衆消費文化が開花し、それぞれの分野でヒーローが誕生しました。その華やかさと

俗物性に満ちた時代は「狂乱の２０年代」とも言われています。しかし、この時代の文学テクストには、繁栄を極める時代のエネルギーと共に、虚無

感、閉塞感などが反映されています。富に対する憧れと幻滅、享楽的な生と死への恐怖など、この時代を生き抜くことの苦悩が投影されていま

す。ヘミングウェイとフィッツジェラルドの短編と中編小説を読みながら、アメリカの 1920年代について考えてみたいと思います。 

秋学期には、フィッツジェラルドの The Babylon Revisited and Other Stories と The Great Gatsby (1925)を取り上げます。クラスは、口頭発表とクラ

スディスカッションを中心に進めます。 

 成績評価 

クラスでの活動と学期末の英文ペーパー（1800語程度）と平常点によって、総合的に評価します。 

 教科書 

F. Scott Fitzgerald, The Babylon Revisited and Other Stories (Scribner Paperback Fiction). 

---, The Great Gatsby (Scribner Paperback Fiction). 

 受講上の注意 

質問のある人は、電子メールで、石塚まで。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ８  金津和美 

 授業のねらい 

この授業の目的は「愛の詩」を読むことである。初恋、片恋、失恋、悲恋、恋のかたちはいろいろあれど、人は恋し、愛さずにはおれないもの。古今

東西、人はいつでも恋に喜び、憂い、悲しみ続けてきたように、文学作品においても「恋」、そして｢愛｣は普遍のテーマであった。この授業では、近

代から現代までのイギリス文学史において、恋の諸相を描いた珠玉の恋愛詩を選び読み進めていく。取り上げる作品は、William Shakespearから

Seamus Heaneyまでの主要なイギリス詩人に加え、Charlotte Mew (1869-1928) から Carol Ann Duffy (b. 1955)などの現代女性詩人の作品であ

る。授業は読書会(Literature Circle)の形式で行うため、予習は欠かせないが、まずは読むこと、語ることを楽しむことから始めてほしい。数多くの作

品を読むことで文学史を俯瞰的に見ることができるだけでなく、「愛」をテーマにそれぞれの時代の社会、文化、思想への理解も深め、 文学作品

を精緻に読む分析力、思考力、そして感性を磨くことがこの授業のねらいである （できれば恋力を高めることも？）。授業では、グループディスカ

ッション、プレゼンテーション、及び英文でのレポートを課す。 

 成績評価 

平常点  ： 30％ 

発表   ： 30％ 

レポート： 40% 

 教科書 

授業時に配布。 

 受講上の注意 

授業の 3分の 2以上の出席がないと不可になります。また、必ず予習をして授業に臨むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ８  金津和美 

 授業のねらい 

この授業の目的は「自然の詩」を読むことである。20世紀末以降、ますます深刻化する環境問題に応答して、文学研究においても「人と自然」、

「人と環境」の問題を考える環境批評への注目が集まっている。この授業では、近代から現代までのイギリス文学史において、自然を描いた数々

の作品を取り上げて味読するとともに、「人と自然」との関わりについて環境批評の立場から考察してみたい。取り上げる作品は、William 

Wordsworthや John Clare といったロマン主義期の詩人から、Ted Hughesや Seamus Heaneyなどの現代詩人の詩作品である。授業は、最初に環

境問題および環境批評の流れについて学び、理解を深めた上で、Junior Seminar Iに引き続き、読書会(Literature Circle)の形式で行う。人が自

然について書き、詩に歌うとき、いかなる「人と自然」との関係が生まれるのか。また私たちはどのようにして「自然」を知ることができるだろうか。文

学作品を単なる過去の文化的遺産として楽しむだけではなく、現在、私たちが直面している問題に対して示唆を与えるテキストとして、詩を読み解

き、味わい、思考することがこの授業のねらいである。授業では、グループディスカッション、プレゼンテーション、及び英文でのレポートを課す。 

 成績評価 

平常点  ： 30％ 

発表   ： 30％ 

レポート： 40% 

 教科書 

授業時に配布。 

 受講上の注意 

授業の 3分の 2以上の出席がないと不可になります。また、必ず予習をして授業に臨むこと。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ９  金谷 益道 

 授業のねらい 

小説はその誕生以来，現実を忠実に写し出しているのか，現実においても起こり得る話なのか，といった具合に現実世界（the real world）との関わ

りを常に問題としてきた。“Europe's demonic concept”とまで言われた“reality”に対する信奉は，realism という何世紀にもわたり芸術世界で主権を

握ってきた理念を産みだしたわけであるが，この realismに関する論考を講義の前半部（1回～5回）で様々な領域−小説，映画，テレビドラマ，バラ

エティ，ドキュメンタリー，前衛芸術作品など−において探求してみたい。後半部（6回～12回）では，多くの作家が realism信仰を表明していた 19

世紀のイギリスにおいて realismに異議を唱えた作家を研究対象としてみたい。春学期では，現実に存在するイギリス南西部地方をモデルにしな

がらも，彼の作品群にしか登場しない“Wessex”という小説世界（the fictional world）を作り上げることにより，現実世界（the real world）との乖離を

試みた Thomas Hardyの作品の中から Tess of the d'Urbervilles / 『ダーバヴィル家のテス』（1891）を取り上げる。   

 授業では Tessにおける realism / anti-realismの問題のみならず，double standard（男女で異なる性道徳）といった当時の社会的コンテクストにも

注目し，フェミニズム文学批評方法等も援用しながら読解を行う。また，最終の授業時には，我々が“reality”だと感じるものの正体は何かという論

考の際に扱う“intertextuality” と“allusion”に関してのリサーチ発表をグループでしてもらう。 

 

小説を研究することにより，世間で「当たり前」として容認されているものの見方や考え方を「当たり前のものでなくする」力を養う。授業では小説以

外のメディア（映画，音楽，テレビドラマなど）も数多く紹介するが，メディアの中だけでなく，不正なものの見方や考え方に苦しむ人が実社会に多

く存在することに気づき，自分がどう生きるべきなのか深く考えるようになってほしい。      

 成績評価 

平常点  40%  テキストに関する 20分程度の発表を 1回。授業で学習した芸術理念に関するリサーチ結果の発表を 1回。ミニテスト。

出席。  

期末レポート試験  60%  3000字程度の和文ペーパーを提出。       

 教科書 

Thomas Hardy , Tess of the d'Urbervilles , Oxford World's Classics . (Oxford UP, 2005) .       

 受講上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ９  金谷 益道 

 授業のねらい 

春学期に引き続き，講義の前半部では realism の枠を超越しようとした作家を研究対象とし，後半分では realism を中心にした芸術理念に関す

る論考を様々な領域において試みたい。秋学期は，特定の時代，特定の場所が明示されているにも関わらず，当時の社会的コンテキストとの関

連性の希薄さが指摘され続けてきた Emily Brontë の Wuthering Heights /『嵐が丘』（1847）を取り上げる。『嵐が丘』は今では「世界名作全集」の

必須アイテムともなっているが，Emily の姉 Charlotte が『嵐が丘』の序文において妹のための「弁明」を行ったことが物語るように，当時は多くの

読者に波紋を投げかけた大問題作であった。講義ではこの問題作を巡る批評も多く取り上げながら，様々な文学批評方法（Symbolism， 

Formalism， Structuralism， Deconstructionなど）も紹介したい。       

 成績評価 

平常点  30%  テキストに関する 20分程度の発表を 1回。ミニテスト。出席。  

期末レポート試験  70%  1200語程度の英文ペーパー（ダブル・スペース）を提出。       

 教科書 

Emily Brontë , Wuthering Heights , Penguin Classics . (Penguin, 2003) .       

 受講上の注意 

 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １０  勝 山 貴 之 

 授業のねらい 

 このクラスでは、演劇・映画という文学の一表現形式を、それを取り巻く社会との関係の中で考察する。演劇・映画は、既存の社会の価値観を支

持し喧伝することもあれば、時としてそれに挑戦し転覆を試みる。そればかりか演劇・映画は、しばしば社会の中心的イデオロギーとそれに衝突す

るカウンター・イデオロギーの激しい対立・葛藤の場となる。そのような時、演劇・映画は単に社会を映す鏡としての役割を果たすのではなく、社会

に積極的に働きかけ、社会の抱く価値観を根底から揺るがそうとするのである。こうした演劇・映画の持つエネルギーを、英米の様々な作品をとお

して研究することをクラスの目標とする。従ってクラスでは、各々の作品分析と共に、作品が生み出された時代の社会状況、それぞれの演出家によ

る演出の相違なども取り上げてゆく。 

 Junior Seminar Iでは、フェミニスト演劇に焦点をあわせ、英米の劇作家の作品を分析しながら、現代社会のメディアの中に潜む父権社会のコー

ドと、それによって創られたシンデレラ・コンプレックスについて考察する。フェミニストたちが、既存の社会におけるジェンダーの枠組みへ果敢な

挑戦を繰り返すのに対し、男性中心主義者たちは、時には高圧的に、また時には懐柔策をとりながら、巧妙な手口で自分たちの権威を保とうと試

みる。こうした双方の激しい攻防の様子を、演劇、おとぎ話、ラジオ・ドラマ、映画のシナリオなどをとおして考えてみたい。また、メンズ・リヴ・ムーヴ

メントのもと、従来の「男らしさ」という概念そのものが変化を迫られている。２１世紀において、「男らしさ」はどのように変化していくのか。「男らしさ」

のゆくえについて論じたい。 授業で取り上げる作品は、Disney's Animation (映画)、 Enchanted (映画)、 A Doll’s House （演劇）、 

Pygmalion（演劇）、 My Fair Lady （ミュージカル）、 Pretty Woman （映画）、 The Bloody Chamber （ラジオ・ドラマ）、 Grimm Brothers’ Snow 

White （映画）、 Isn’t It Romantic （演劇）、 Fatal Attraction （映画）、 Top Girls （演劇）、 Madam Butterfly (オペラ)、 M. Butterfly ( 

 成績評価 

期末試験・期末 paper（英文 1500 words）（７０％） 

出席及び授業での発表など（３０％） 

 教科書 

Pygmalion: A Romance in Five Acts by George Bernard Shaw and My Fair Lady:  Based on Shaw’s Pygmalion,  Adaptation and Lyrics  by Alan 

Jay Learner( Signet ). pap. 

その他は必要に応じてプリントを配付する。 

なお参考書および参考ビデオは授業において指示する。 

 受講上の注意 

なおゼミでは課外活動として演劇鑑賞および舞台見学を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １０  勝 山 貴 之 

 授業のねらい 

 Junior Seminar II では、現代アメリカ社会と演劇の関係に焦点をあて、激動する社会のなかで、どのように演劇・映画が生み出され、どのように

社会に働きかけていくかをたどる。フロンティア時代への郷愁と現代の管理社会の対立を描く演劇・映画の登場、公民権運動と黒人演劇・映画の

誕生、ヴェトナム戦争と反戦演劇・映画の流行、そしてゲイ・リベレーション・ムーヴメントと演劇・映画の展開、更には AIDS クライシスにおける病魔

との共生を模索する演劇・映画の出現など、つねに体制側のイデオロギーと対立・葛藤する演劇・映画の姿を追ってみたい。授業で取り上げる作

品は、Death of a Salesman (演劇)、 Martin Luther King, Jr. and the Civil Rights Movements (ドキュメンタリー)、 Malcolm X (映画)、 A Raisin 

in the Sun (演劇)、 For Colored Girls Who Have Considered Suicide (演劇)、 Dear America, Letters Home from Vietnam (ドキュメンタリー)、 

Born on the Fourth of July (映画)、 Platoon (映画)、 Hair (ミュージカル)、 Sticks and Bones (演劇)、 Across the Universe (ミュージカル映

画)、 Torch Song Trilogy（演劇）、 Bent（演劇）、 Philadelphia (映画)、 Rent (ミュージカル)、 Curatin Call (映画)。 

 成績評価 

期末試験・期末 paper（英文 1500 words）（７０％） 

出席及び授業での発表など（３０％） 

 教科書 

Arthur Miller, Death of a Salesman （Penguin） 

その他は必要に応じてプリントを配付する。 

なお参考書および参考ビデオは授業において指示する。 

 受講上の注意 

なおゼミでは課外活動として演劇鑑賞および舞台見学を予定している。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １１  菊田 千春 

 授業のねらい 

このクラスでは，認知言語学という理論から日本語や英語などの言語のさまざまな側面に目を向け，その奥にある原理について学んでいく。私た

ちはあたりまえのようにことばを使い，意志を通じ合わせて生活をしている。しかしなぜ人間が言葉を使えるのか，なぜ人間の言語はこのような形を

しているのか，などといった根本的な疑問について，明確な答えが解明されているわけではない。このクラスでは近年注目を集める認知言語学と

いうアプローチから，これらの問題への答えを探る。日常の言語の中に私たちの認知能力がどのように反映されているのか，また，中学や高校で

英語を学んだときには，説明されなかった英語の構造や語法，文法に関する疑問に，どのような説明が可能であるかなどを見ていくことになる。  

授業は，あらかじめ決めた分担による発表と質疑，discussionを混ぜながら進めていく。発表の時には担当者が用意する「question sheet」を元に全

員が答えを考えてくること。 

 成績評価 

平常点 ４０％ （出席，プレゼン、授業の準備や参加度、提出物や課題）  

レポート 50％ （英語で 1200words程度。期限厳守。） 

Take Home Quiz 10% （授業で学んだ内容の理解度を確認するために、学期の最後に課題を提出してもらう） 

 教科書 

Ungerer, H. & Schmid, H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics ,  2nd edition .   (Pearson Education, 2006) .  （変更の可能性あり） 

他にプリント教材を用意する。 

 受講上の注意 

1，2年次の間に英語学、言語学を履修していることが望ましい。していない場合には、担当者に連絡を。cuda@mail.doshisha.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １１  菊田 千春 

 授業のねらい 

このクラスでは，春学期に引き続き、認知言語学という理論から日本語や英語などの言語のさまざまな側面に目を向け，その奥にある原理につい

て学んでいく。私たちはあたりまえのようにことばを使い，意志を通じ合わせて生活をしている。しかしなぜ人間が言葉を使えるのか，なぜ人間の

言語はこのような形をしているのか，などといった根本的な疑問について，明確な答えが解明されているわけではない。このクラスでは近年注目を

集める認知言語学というアプローチから，これらの問題への答えを探る。日常の言語の中に私たちの認知能力がどのように反映されているのか，

また，中学や高校で英語を学んだときには，説明されなかった英語の構造や語法，文法に関する疑問に，どのような説明が可能であるかなどを見

ていくことになる。  

授業は，あらかじめ決めた分担による発表と質疑，discussionを混ぜながら進めていく。発表の時には担当者が用意する「question sheet」を元に全

員が答えを考えてくること。 

 成績評価 

平常点 ４０％ （出席，プレゼン、授業の準備や参加度、提出物や課題）  

レポート 50％ （英語で 1800words程度。期限厳守。） 

Take Home Quiz 10% （授業で学んだ内容の理解度を確認するために、学期の最後に課題を提出してもらう） 

 教科書 

Ungerer, H. & Schmid, H.-J. An Introduction to Cognitive Linguistics ,  2nd edition .   (Pearson Education, 2006) .  （変更の可能性あり） 

他にプリント教材を用意する。 

 受講上の注意 

1，2年次の間に英語学、言語学を履修していることが望ましい。していない場合には、担当者に連絡を。cuda@mail.doshisha.ac.jp 

  



講 義 概 要    

授業科目 
クラス 

class number 
担当者 name 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ: LANGUAGE & IDEOLOGY １２ LJ Loveday 

 授業のねらい Course description 

The theme of the course is how people’s ways of thinking is influenced by the language they 

use. The questions that we will look at include the following: 

How can you tell if somebody is telling a lie? How does the language of advertising 

influence us? Which expressions in a language show unique cultural ways of thinking? 

How do children who are brain damaged use language e.g. in autism (自閉症)?  

How do politicians use language to persuade us? What examples of sexist thinking can we 

see in the language of the mass media? How is language used in the world of magic e.g. 

Harry Potter?  

The style of the course is NOT a lecture but a workshop: students must take part actively in 

giving their opinions, discussing and interpreting data. Many lessons will involve answering 

questions about an episode from a movie; the explanation about the weekly reading homework 

will be given with Power Point so everyone can get the important points without difficulty. In 

this course we always look at language in relation to the society and culture it comes from and 

in connection with the humans that use it so the approach is different from traditional linguistics 

which tends to only focus on sounds and grammar.  

 成績評価 Evaluation 

50% Attendance + Class Participation ＋Homework  20% ORAL PRESENTATION  30% REPORT 

 教科書 Text 

We will use a richly illustrated encyclopedia with clear, straightforward explanations presented in an exciting design 

format:「THE CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE」by David Crystal. Cambridge University Press. 

Paperback. 3rd edition. ISBN: 978-0-521-73650-3 

 受講上の注意 Requirement of taking a class 

This course is for students with a strong and serious interest in communication. They must be 

able to express themselves intelligibly in spoken English as well as understand the teacher’s 

academic English. You need a score of at least 450 in TOEFL.  The style of the course is NOT 

a lecture but a workshop: students must take part actively in giving their opinions, discussing 

and interpreting data. Many lessons will involve answering questions about an episode from a 

movie; the explanation about the weekly reading homework will be given with Power Point so 

everyone can get the important points without difficulty. 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 
クラス 

class number 
担当者 name 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １２ LJ Loveday 

 授業のねらい Course description 

The theme of the course is how people’s ways of thinking is influenced by the language they 

use. The questions that we will look at include the following: 

How can you tell if somebody is telling a lie? How does the language of advertising 

influence us? Which expressions in a language show unique cultural ways of thinking? 

How do children who are brain damaged use language e.g. in autism (自閉症)?  

How do politicians use language to persuade us? What examples of sexist thinking can we 

see in the language of the mass media? How is language used in the world of magic e.g. 

Harry Potter?  

The style of the course is NOT a lecture but a workshop: students must take part actively in 

giving their opinions, discussing and interpreting data. Many lessons will involve answering 

questions about an episode from a movie; the explanation about the weekly reading homework 

will be given with Power Point so everyone can get the important points without difficulty. In 

this course we always look at language in relation to the society and culture it comes from and 

in connection with the humans that use it so the approach is different from traditional linguistics 

which tends to only focus on sounds and grammar.  

 成績評価 Evaluation 

50% Attendance + Class Participation ＋Homework  20% ORAL PRESENTATION  30% REPORT 

 教科書 Text 

We will use a richly illustrated encyclopedia with clear, straightforward explanations presented in an exciting design 

format:「THE CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE」by David Crystal. Cambridge University Press. 

Paperback. 3rd edition. ISBN: 978-0-521-73650-3 

 受講上の注意 Requirement of taking a class 

This course is for students with a strong and serious interest in communication. They must be 

able to express themselves intelligibly in spoken English as well as understand the teacher’s 

academic English. You need a score of at least 450 in TOEFL.  The style of the course is NOT 

a lecture but a workshop: students must take part actively in giving their opinions, discussing 

and interpreting data. Many lessons will involve answering questions about an episode from a 

movie; the explanation about the weekly reading homework will be given with Power Point so 

everyone can get the important points without difficulty.  

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １３  中井 悟 

 授業のねらい 

このクラスでは，2年間（Junior Seminar と Senior Seminar）で，生成文法について学びます。 

Chomskyは，次の三つの問題を研究することが言語学の重要な課題と言っています。 

 

  (ⅰ) What constitutes knowledge of language? 

  (ⅱ)  How is knowledge of language acquired? 

  (ⅲ)  How is knowledge of language put to use? 

 

  本ゼミでは，2年間でこの三つ問題―(ⅰ）人間が脳に内在化している言語知識はどのようなものか，（ⅱ）人間はどのようにしてこの言語知識を

獲得するのか，（ⅲ）人間はこの内在化された言語知識を使ってどのように文を産出したり理解するのか―を扱います。 

 まず，Junior Seminar Iでは（ⅰ）人間が脳に内在化している言語知識はどのようなものかという問題を扱います。つまり，英語母語話者が脳に内

在化している英語の文法がどのようなものかを学習します。 

 Andrew Carnieの Syntaxによって原理と変数の理論(Principles and Parameters Approach)に基づいた英語の統語論（内在化された文法のモデ

ル）を学習します。毎回 1章分の練習問題の解答のチェックを教室で行います。受講生は自宅で本文を熟読し（テキストの本文自体は平易な英語

で書かれています），練習問題の解答を作成したうえで授業に臨みます。教室では練習問題の解答のチェックをします。 

 成績評価 

学期末筆記試験及び平常点（練習問題の解答を作成してきたかとか出席状況）を総合して成績評価をします。  

 教科書 

Andrew Carnie, Syntax: A Generative Introduction (3rd ed.; Wiley-Blackwell, 2013). (paperback) 

中井悟・上田雅信（編），『生成文法を学ぶ人のために』（世界思想社，2004）.      

 受講上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １３  中井 悟 

 授業のねらい 

このクラスでは，2年間（Junior Seminar と Senior Seminar）で，生成文法について学びます。 

Chomskyは，次の三つの問題を研究することが言語学の重要な課題と言っています。 

 

  (ⅰ) What constitutes knowledge of language? 

  (ⅱ)  How is knowledge of language acquired? 

  (ⅲ)  How is knowledge of language put to use? 

  

 本ゼミでは，2年間でこの三つ問題―(ⅰ）人間が脳に内在化している言語知識はどのようなものか，（ⅱ）人間はどのようにしてこの言語知識を

獲得するのか，（ⅲ）人間はこの内在化された言語知識を使ってどのように文を産出したり理解するのか―を扱います。 

 Junior Seminar IIでは，（ⅱ）人間はどのようにしてこの言語知識を獲得するのかという問題を扱います。 

 授業では，Stephen Crain and Diane Lillo-Martin, An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquisition により，生成文法に基づいた幼

児の言語獲得研究の実際を概観します。この本を熟読することにより，生成文法理論に基づいた，幼児の言語獲得研究がどのようなものであるか

を知ることができます。 

 授業は割り当てられた個所の解説を受講生がプリゼンテーションする形式で進めます。 

 （ⅲ）の人間はこの内在化された言語知識を使ってどのように文を産出したり理解するのかという問題は Senior Seminarで扱う予定です。 

 

 成績評価 

学期末ペーパー(英文）と平常点（プリゼンテーションのできとか出席状況） により評価します。  

 教科書 

Stephen Crain and Diane Lillo-Martin, An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquisition (Oxford: Blackwell, 1999). (paperback) 

中井悟・上田雅信（編），『生成文法を学ぶ人のために』（世界思想社，2004）      

 受講上の注意 

 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １４  大沼由布 

 授業のねらい 

  この授業のねらいは、現存するイギリス最古の英雄叙事詩『ベーオウルフ』を通して、中世初期の文学とはどういうものかを学び、そこに表現さ

れている世界観を理解することです。『ベーオウルフ』は 2007年に映画化もされていますし、『ロード・オブ・ザ・リング』の原作者である J. R. R. トー

ルキンは、『ベーオウルフ』についての論文も残している中世英語英文学の研究者だったので、その作品には『べーオウルフ』の影響が色濃く見ら

れます。このように現代まで影響を与え続けている、いわば英文学の祖先に、この機会にふれてみませんか？ 

  作品の書かれた言語は 9～10世紀の英語で、今とはだいぶ違いますが、授業ではアイルランドのノーベル賞詩人シェイマス・ヒーニーによる韻

文の現代英語訳を使います。毎週分担者を決め、読んできた内容について発表してもらいますが、テキストには丁寧な註や関連する論文も収め

られていますので、他の文献とあわせ、それらも参考にしてください。発表者以外の人もテキストを読み、発表を聞いたうえで、必ず何か質問をす

るつもりで臨んでください。 

  この時代の英文学作品を読む機会は、普通人生でもそう多くはないと思いますが、読んでみると、意外と単純で面白いものです。新たな発見、

珍しい経験を求める人には、特にお勧めします。 

 成績評価 

レポート(英文 1500 words程度)：５０％ 

発表：2０％ 

質問：１０％ 

出席などその他の平常点：２０％ 

 教科書 

Beowulf: A Verse Translation. Ed. Daniel Donoghue. Trans. Seamnus Heaney. New York: Norton, 2002.  

 受講上の注意 

出席が授業回数の三分の二に満たない場合や，発表や質問をまったくしなかった場合は，不可になります。ゼミですから，毎回きちんと準備をし

て出席することを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １４  大沼由布 

 授業のねらい 

 この授業のねらいは、中世英文学を代表する詩人で「英詩の父」ともよばれるジェフリー・チョーサーの代表作『カンタベリ物語』を通して、中世後

期の文学とはどういうものかを学び、そこに表現されている世界観を理解することです。前期には中世初期の作品を購読しますが、その後イギリス

は 1066年にノルマン人により征服され、言語・文化などあらゆる面で大きな変化を遂げます。前期の『ベーオウルフ』と後期の『カンタベリ物語』と

双方に触れることにより、イギリスの文学と文化がどのように発展し、今へとつながって行くのかが見えると思います。 

  作品の書かれた言語は 14世紀の英語で、今とは多少違いますが、授業では当時の英語と現代の英語が並べて印刷されている版を用い、基

本的に現代英語訳を読んで行きます。毎週分担者を決め、読んできた内容について発表してもらいますので、分担箇所はテキストのイントロダク

ションや註に加え、他の文献なども使用し、しっかりと読みこんできて下さい。発表者以外の人もテキストを読み、発表を聞いたうえで、必ず何か質

問をするつもりで臨んでください。 

  この時代の英文学作品を読む機会は、普通人生でもそう多くはないと思いますが、読んでみると、意外と単純で面白いものです。新たな発見、

珍しい経験を求める人には、特にお勧めします。 

 成績評価 

レポート(英文 1500 words程度)：５０％ 

発表：2０％ 

質問：１０％ 

出席などその他の平常点：２０％ 

 教科書 

Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. Ed. and trans. Peter G Beidler. New York: Bantam, 2006.  

 受講上の注意 

出席が授業回数の三分の二に満たない場合や，発表や質問をまったくしなかった場合は，不可になります。ゼミですから，毎回きちんと準備をし

て出席することを基本とします。 

  



講 義 概 要    

授業科目 
クラス 

class number 
担当者 name 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １５ Mark Richardson 

 授業のねらい Course description 

We will read both British and American writers, in several genres, with a view toward cultivating and refining habits of attention to 

literary writing—habits that will serve students well in every course they take while in the Department of English. I welcome all 

students and shall conduct the seminar in an informal, relaxed manner. 

 成績評価 Evaluation 

Attendance and class participation: 40%. Final term paper: 40%. Final Exam: 20%. 

 教科書 Text 

1) David Foster Wallace, A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again: Essays and Arguments. Back Bay Books, 1998. 

ISBN:0316925284. 2) Nicholson Baker, The Mezzanine. Grove Press, 2010. ISBN:080214490X. 3) Thomas Hardy, Selected Poems, 

ed. Robert Mezey. Penguin Classics, 1998. ISBN-10: 0140436995. ISBN-13: 978-0140436990. 4) Robert Frost, Early Poems, ed. 

Robert Faggen. Penguin Twentieth-Century Classics, 1998. ISBN-10: 014118017X. ISBN-13: 978-0141180175. 

 

 受講上の注意 Requirements for taking the class. 

See above: “Evaluation.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 
クラス 

class number 
担当者 name 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １５ Mark Richardson 

 授業のねらい Course description 

We will read both British and American writers, in several genres, with a view toward cultivating and refining habits of attention to 

literary writing—habits that will serve students well in every course they take while in the Department of English. I welcome all 

students and shall conduct the seminar in an informal, relaxed manner. 

 成績評価 Evaluation 

Attendance and class participation: 40%. Final term paper: 40%. Final Exam: 20%. 

 教科書 Text 

1) David Foster Wallace, A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again: Essays and Arguments. Back Bay Books, 1998. 

ISBN:0316925284. 2) Nicholson Baker, The Mezzanine. Grove Press, 2010. ISBN:080214490X. 3) Thomas Hardy, Selected Poems, 

ed. Robert Mezey. Penguin Classics, 1998. ISBN-10: 0140436995. ISBN-13: 978-0140436990. 4) Robert Frost, Early Poems, ed. 

Robert Faggen. Penguin Twentieth-Century Classics, 1998. ISBN-10: 014118017X. ISBN-13: 978-0141180175. 

 

 受講上の注意 Requirement of taking a class 

See above: “Evaluation.” 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １６  斉藤 延喜 

 授業のねらい 

英米の短編小説を広く数多く読んでみようというクラスです。実際的な読解・解釈の練習を繰り返すことを通して、文学テキストの精密な分析方

法をしっかりと身につけてもらうことがこのクラスの目的です。 

英米の短編小説を毎週ひとつ選んで、それについて発表してもらい、クラスでディスカッションするということを繰り返し、合計で約１５編の短編を読

みます。Hawthorne, Poe, Wharton, Joyce, Lawrence, Faulkner, Malamud, O'Connor, Belllow 等の短編を読む予定です。具体的な作品名や日程、

課題等についてはシラバスを参照してください。 

 成績評価 

評価は以下の 3点に基づいて行います 

  oral presentation (20%) 

  class discussion (30%) 

  research paper in English (50%) 

 教科書 

John J. Clayton, ed. The Heath Introduction to Fiction. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin, 1996 

 受講上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １６   斉藤 延喜 

 授業のねらい 

英米の短編小説を広く数多く読んでみようというクラスです。実際的な読解・解釈の練習を繰り返すことを通して、文学テキストの精密な分析方

法をしっかりと身につけてもらうことがこのクラスの目的です。 

英米の短編小説を毎週ひとつ選んで、それについて発表してもらい、クラスでディスカッションするということを繰り返し、合計訳 15編の短編を読

みます。Porter, Woolf, Conrad, Lessing, Walker, Oates, Barth, Gordimer, O'Brien, Melville 等の短編を読む予定です。具体的な作品名や日程、

課題等についてはシラバスを参照してください。 

 成績評価 

評価は以下の 3点に基づいて行います 

  oral presentation (20%) 

   class discussion (30%) 

   research paper in English (50%) 

 教科書 

John J. Clayton, The Heath Introduction to Fiction. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin, 1996 

 受講上の注意 

 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １７  下楠 昌哉 

 授業のねらい 

民話を語る技術、ストーリーテリングの伝統を誇る、文芸大国アイルランドからは、多くの短編小説の名手が生まれてきました。かの地の文化的な

背景を押さえたうえで、アイルランドを代表する作家 James Joyceの短編集Dublinersを精読し、文学作品を読解し、解釈する技法への理解を深め

てゆきます。"Love story"とは何か？ 現代のアイルランドの作家はどんな作品を書いているのか？ など、現代の我々に感得しやすい視点も盛り

込み、作品を多角的に解釈する可能性を探ります。また、全体で読む作品とは別に、個々人が作家や作品を選び、１年をかけて英文リサーチペ

ーパーを作成します。 

 成績評価 

平常点 15%、授業中の提出物やプレゼンテーション 15%、小テスト 40%、期末レポート 30% 

 教科書 

James Joyce, Dubliners, Norton, 2006. 

 受講上の注意 

ゼミですから遅刻なく毎回出席することが基本です。能動的な授業参加を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １７  下楠 昌哉 

 授業のねらい 

Junior Seminar Iに続いて、アイルランドの文化的な背景をおさえたうえで、James Joyceの短編集 Dublinersの作品を精読し、文学作品を読解し、

解釈する技法への理解を深めてゆきます。Dublinersの作品を映像化した映画や、他の作家の作品のキャラクターと Dublinersのキャラクターを比

較するなどして、作品を多角的に解釈する可能性を探ります。また、個々人がそれぞれ選んだ作品についてのリサーチペーパーを完成させるた

めにワークショップなどを行い、英語で論文を書く作法をしっかりと身につけます。 

 成績評価 

平常点 15%、授業での提出物・プレゼンテーション 15%、小テスト 30%、期末レポート 40%。 

 

 教科書 

James Joyce, Dubliners, Norton, 2006. 

 受講上の注意 

ゼミですから遅刻なく毎回出席することが基本です。能動的な授業参加を評価します。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １８  白川恵子 

 授業のねらい 

本授業では、通年で、アメリカにおける人種的背景に注目しながら、実在の人物にフォーカスを当てた歴史小

説を読む。前期は、独立宣言起草者にしてアメリカ第三代大統領トマス・ジェファソンとその美貌の混血奴隷

サリー・ヘミングスのロマンスを読む。本作は、発表当時センセーションを巻き起こしたベストセラーとなり、バー

バラ・チェイス＝リボウは、その後『大統領の秘密の娘』（The President’s Daughter 1994）を上梓するに至った

が、本授業では、ジェファソンのヘミングスの関係を物語化した出世作に注目する。作品を紐解く過程で、ジ

ェファソン家の複雑な家族構成や、建国の理想と影、独立宣言の問題点、奴隷制の歴史についても考察す

る。なお、大統領と混血情婦との関係については、いくつかの映像作品もあるので、適宜紹介したい。 

 

 成績評価 

平常点（出席、授業参加態度、口頭発表、提出物などを含む）  50％ 

期末レポート（英文学科規定による長さ）   50％ 

 教科書 

＜テクスト＞  

Barbara Chase-Riboud, Sally Hemings. 1979. Chicago: Chicago Review Pr, 2009. （【参照図書】『サ

リー・ヘミングス―禁じられた愛の記憶』石田依子訳、大阪：大阪教育図書、2006） 

 

＜参考文献＞  

明石紀雄『モンティチェロのジェファソン―アメリカ建国の父祖の内面史』京都：ミネルヴァ書房、

2003年。 

バーバラ・チェイス＝リボウ『大統領の秘密の娘』、下河辺美知子訳、東京：作品社、2003年。 

スティーヴ・エリクソン『Ｘのアーチ』、柴田元幸訳、東京：集英社、1996年。 

［映画］『ジェファソン・イン・パリ』1995年 

その他の批評・資料は授業内で適宜、配布する。 

 受講上の注意 

欠席の時などは、事前にメイル連絡をしてください。担当発表日の都合が悪くなった場合には、誰か

と交代して下さい。 

＊ テクスト発表と個人論文発表を行います。担当者はハンドアウトを用意してください。 

＊ ハンドアウトの形式は『英文学科ハンドブック』を参照して作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １８  白川恵子 

 授業のねらい 

1831 年にアメリカ南部ヴァージニア州ササンプトン郡にて勃発したナット・ターナーの反乱につい

て概観し、ウィリアム・スタイロンによる小説を読む。本作品は、そもそも反乱直後に法廷弁護人ト

マス・グレイによって、反乱の動機やプロセスを記したパンフレットに基づいて小説化されたターナ

ーの第一人称ナラティヴである。ブラック・パワー全盛期に南部白人作家が描いた黒人奴隷反乱物語

には、どのような問題点が指摘されてきたのかを、時代背景や反乱物語との関連から包括的に探究す

る。特にターナーの反乱に関しては、スタイロン以外にも多くの作家が小説化し、また作品内で取り

上げたりしているので、他作品や奴隷体験記も射程に入れた上で、考察したい。その過程で、映像資

料（Nat Turner: The Troublesome Property）についても紹介することになるだろう。時間が許せば

批評も導入し、論文の書き方についても考える。発表・議論・概説による演習形式の授業とし、学期

末にレポートを提出してもらう。 

 

 成績評価 

平常点（出席、授業参加態度、テクストと個人論文の 2回の口頭発表）  50％ 

期末レポート（英文）   50％ 

 教科書 

＜テクスト＞  

William Styron, The Confessions of Nat Turner. 1967. NY: Vintage, 1993.（【参考図書】『ナット・

ターナーの告白』大橋吉之輔訳、河出書房、1970年。） 

 

＜参考文献＞  

Thomas R. Gray. The Confessions of Nat Turner. 1831, in Clarke. 

John Henrik Clarke,ed. William Styorn’s Nat Turner: Ten Black Writers Respond. 1968. 

Westport: Greenwood. 

Sharon Ewell Foster, The Resurrection of Nat Turner, Part One: The Witness. NY: Howard, 2011. 

------, The Resurrection of Nat Turner, Part Two: The Testimony. NY: Howard, 2012. 

その他の批評・資料は授業内で適宜、配布する。 

 受講上の注意 

＊ テクスト発表と個人論文発表を行います。担当者はハンドアウトを用意してください。 

＊ ハンドアウトの形式は『英文学科ハンドブック』を参照して作成してください。 

＊ 個人研究発表に基づいて後期期末レポートを作成して下さい。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ １９  菅原 真理子 

 授業のねらい 

ゼミのテーマ 『英語の音韻からみる言語の世界』 

 

音声学・音韻論関連のゼミ、と聞いて、「細かな発音の仕方とか音声記号とか[±continuant]などの feature（素性）ばかり扱う退屈な学問」と思っ

ていないだろうか？それは大きな誤解である。このゼミでは、個別の音の特徴や発音の仕方にこだわるのではなく、より大きな視点から、（１）言語

間におけるイントネーションやリズム，アクセントの違い、（２）音と音が組み合わさって結合体（音節）を作ったときに何が起こるのか、といった点に

注目していく。春学期には主に Ladefoged & Johnson (2011)の教科書に基づいて学生たちが発表をしたりディスカッションをしながら授業を進めて

いく．（秋学期のＪｕｎｉｒｏ Ｓｅｍｉｎａｒ ＩＩでは、言語のリズムと音楽のリズムとの関係，英語の強勢を英語を学習している日本語母語話者たちがどの

ように知覚しているのかといった第二言語習得との関連分野、そして統語・意味・情報構造とイントネーションの関連性、さらには消費者の印象に

残る商標名と音の関係など、学生たちの興味のある分野の論文も取り上げる。何を扱うかはその年度の学生たちの興味によって異なる．） 

このゼミの授業内では、文献講読やそれに基づく発表だけではなく、英語のイントネーションパターンをコンピュータソフトを使って分析する実習

や、論文の書き方、参考文献の探し方などのワークショップも行う。 

 成績評価 

レポート３０％、発表３０％、期末テスト３０％、授業参加度１０％ 

 教科書 

Ladefoged & Johnson (2011). A Course in Phonetics, 6th edition.  

 受講上の注意 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ １９  菅原 真理子 

 授業のねらい 

ゼミのテーマ 『英語の音韻からみる言語の世界』 

 

Ｊｕｎｉｏｒ Ｓｅｍｉｎａｒ Ｉの講義概要でも示したが、秋学期のＪｕｎｉｒｏ Ｓｅｍｉｎａｒ ＩＩでは、言語のリズムと音楽のリズムとの関係，英語の強勢を英語

を学習している日本語母語話者たちがどのように知覚しているのかといった第二言語習得との関連分野、そして統語・意味・情報構造とイントネー

ションの関連性、さらには消費者の印象に残る商標名と音の関係など、学生たちの興味のある分野の論文を取り上げる。何を扱うかはその年度の

学生たちの興味によって異なる． 

このゼミの授業内では、文献講読やそれに基づく発表だけではなく、英語のイントネーションパターンをコンピュータソフトを使って分析する実習

や、論文の書き方、参考文献の探し方などのワークショップも行う。 

 成績評価 

レポート３０％、発表３０％、期末テスト３０％、授業参加度１０％ 

 教科書 

Ladefoged & Johnson (2011). A Course in Phonetics, 6th edition.  

 受講上の注意 

特になし 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ２０  田中 貴子 

 授業のねらい 

このセミナーでは、第二言語習得・教育研究の基礎的な理論的知識を身につけ、日本における英語教育について考察する力を身につけていくこ

とを目指します。 

春学期には、第二言語習得・教育研究の分野を広く概観し、1)第二言語習得のメカニズムとその実践指導について学ぶとともに、2)年齢や

motivationなどの個人差がその習得過程に与える影響、及び 3)第二言語学習における社会的要因と第二言語習得との関係性について学びま

す。 

どのような研究がなされ、どのような研究結果が報告されているのか、などこの分野の研究を概観し、基礎的な理論的知識や理論的思考を身につ

けるとともに、第二言語習得・教育について考察する力を身につけていきます。また、この研究分野における研究方法、論文の書き方、そして文献

の検索の仕方などについても学びます。 

 成績評価 

プレゼンテーション、学期末試験及び学期末レポートなどを総合的に評価し、最終評価を決定します。    

 教科書 

毎授業ごとの reading assignmentや関連文献を指示します。 

 受講上の注意 

このセミナーは、英語教師を目指している学生だけではなく、一般的な興味として、母語、第二言語、そして外国語の学習に関心のある学生を対

象としています。したがって、このセミナーを受講する学生には、言語学習に関連のある他の科目（例えば、「英語科教育法」、「英語教育特論」、

「英語学」など）を受講することを勧めています。 

学生の口頭発表やディスカッションを中心に授業は進められます。したがって、学生の自主的な参加・運営のもとにセミナーは進行し、グループ発

表の準備や勉強会等、授業以外の時間に学生が自主的に集まり学習することが求められます。 

また、赤松先生やタヒューン先生の Junior Seminarを履修している学生との交流（例、学んだことについての討論会）も計画しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ２０  田中 貴子 

 授業のねらい 

このセミナーでは、第二言語習得・教育研究の基礎的な理論的知識を身につけ、日本における英語教育について考察する力を身につけていくこ

とを目指します。 

秋学期には、春学期に学んだことを深めていきます。特に、1)社会文化的理論から見た第二言語習得や 2) second/foreign language motivationを

中心に学ぶとともに、3）春学期に学んだトピックの中から特に受講生の興味のある分野について、関連文献購読やディスカッションを通して考察

していきます。具体的には、 

1) 社会文化的理論の視点から第二言語習得を考察し、第二言語習得及び実践指導について考える。 

2) second/foreign language motivationでは、例えば、①第二言語学習における motivationの役割や motivationの変化のプロセス、②社会心理

学、教育心理学の視点から見た second/foreign language motivation, ③ 学習者の motivation と教員の役割 ④motivation & identityなどについ

て学びます。 

3） 春学期に学んだトピックの中から特に受講生の興味のある分野に関しては、春学期終了時に受講生対象のアンケートや面談を行います。そ

の結果をもとに、秋学期のテーマの幾つかは選ばれ受講生の興味・関心分野を更に深めていきます。 

 

上記を通して、分野に関する基礎的な知識の修得とともに、第二言語教育について自身の意見や考えを理論的に組み立て表現できる力を身に

つけるとともに、春学期に引き続き、この研究分野における研究方法、論文の書き方、そして文献の検索の仕方などについても学びます。 

 成績評価 

プレゼンテーション、学期末試験及び学期末レポートなどを総合的に評価し、最終評価を決定します。      

 教科書 

毎授業ごとの reading assignmentや関連文献を指示します。ｓ      

 受講上の注意 

このセミナーは、英語教師を目指している学生だけではなく、一般的な興味として、母語、第二言語、そして外国語の学習に関心のある学生を対

象としています。したがって、このセミナーを受講する学生には、言語学習に関連のある他の科目（例えば、「英語科教育法」、「英語教育特論」な

ど）を受講することを勧めています。 

学生の口頭発表やディスカッションを中心に授業は進められます。したがって、学生の自主的な参加・運営のもとにセミナーは進行し、グループ発

表の準備や勉強会等、授業以外の時間に学生が自主的に集まり学習することが求められます。また、赤松先生やタヒューン先生の Junior 

Seminarを履修している学生との交流（例、学んだことについての討論会）も計画しています。  

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ  ２１  龍城 正明 

 授業のねらい 

本演習では Systemic Functional Linguistics（選択体系機能言語学）として知られる，M.A.K.Hallidayの言語理論について学んでいく。言語学

で言う機能主義とは、言語が実際の場面でどのように用いられているかを明らかにするアプローチである。一方、形式主義の多くは言語を構成し

ている音素、形態素などから始め、それにより構成された文（主語と述語から成る）の意味・統語的解釈をその分析の中心課題としてきた。しかし、

現実の言語生活はこのような単文からだけでは到底その意味を推し量ることはできない。全体は部分の総和ではないのである。そこで先ず、我々

が生活を営んでいる文化や社会にはどのような取り決めがあるのかを探る。次にそれら取り巻く状況、言語活動には何が必要とされるかを見ていく

ことにする。これらは「言語」を分析するまでに考えるべき諸相で、ＳＦＬではこの言語を取り巻く層をコンテクスト層と呼ぶ。このコンテクストの概念に

ついて学び、順次「ことば」使用の問題について考えていくことにする。その後、ＳＦＬの基本概念である「機能」あるいは「機能的」とは、どのように

解釈するのかについて言語学的に考察を深めていきたい。それにより､諸君が現在までに学習してきた「英語」という言語について､従来の「文法」

や「意味」と言われている概念を全く別の視点から見直し、折りに触れ、日本語との対照分析も取り入れ、「機能的言語学とは何か」を学ぶ時間とし

たい｡ 

 成績評価 

成績評価に関しては、毎回授業時に順番を決めてプレゼンテーションを課し、その際に用意するハンドアウトや、出席状況なども含め、平常点とし

て３０％。さらに春学期終了時に行う筆記試験（テクストのみ持ち込み可）の評点を７０％として換算する。 

 教科書 

１ Suzanne Eggins,  An Introduction to Systemic Functional Linguistics 2nd edition (Continuum International Publishing Group.) 

２．龍城 正明 編著 『ことばは生きている』  2006 くろしお出版 

 受講上の注意 

Sophomore Seminarで言語学コースを履修した者が望ましいが、分析テクストには短編小説や新聞の社説、Fairy Talesなども使用していく予定な

ので、言語や日英語対照研究に興味のある学生諸君は受講可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ  ２１  龍城 正明 

 授業のねらい 

Junior Seminar Ⅰに連続の本クラスは、主に学生諸君による presentation を中心に、下記のテキストを精読していく。テキスト内に取り上げられて

いる様々なテクストを通して、さらに選択体系機能言語学(Systemic Functional Linguistics) の基本概念と言語分析の方法について学習することと

する。 

春学期では言語を取り巻くコンテクスト層について学び、その後ＳＦＬの重要概念である言語のメタ機能と呼ばれる「観念構成的」、「対人的」、「テ

クスト的」機能を中心に学習したが、秋学期では「言語」本体の分析に必要なＳＦＬの基本概念について学習する。ＳＦＬの言語分析に必要な概念

には、その名が示すとおり、「選択」や「体系」と呼ばれる概念が必要とされるが、それらを中心に、英語の語彙文法（lexico-grammar）や、モダリティ

ー（Modality）、過程構成(transitivity)などについて、日英語対照の観点から見ていくことにする。 

例えば、君たちにとって「文法」とは何か、「ムード」とは何かという課題について、英語を始め、日本語などを用い、新しい視点で「ことばの分析」

に挑戦してみようと思う。今まで「英語は好き」？だが、「文法は嫌い」という諸君も一度このクラスで、本来文法とはどのように解釈すれば良いのか

を考えて見てはどうだろうか（決して規則を覚えるだけが文法ではない）。 言語分析やテクスト分析に興味ある諸君の積極的な参加を歓迎する。 

 成績評価 

成績評価に関しては、毎回授業時に順番を決めてプレゼンテーションを課し、その際に用意するハンドアウトや、出席状況なども含め、平常点

として３０％。さらに春学期終了時に行う筆記試験（テクストのみ持ち込み可）の評点を７０％として換算する。 

 教科書 

１Suzanne Eggins,  An Introduction to Systemic Functional Linguistics 2nd edition (Continuum International Publishing Group.) 

２．軾城 正明 編著 『ことばは生きている』  2006 くろしお出版 

 受講上の注意 

春学期開講の本 Junior SeminarⅠからの連続クラスとして捉えるため、本クラスは Junior Seminar I(春学期)の受講者に限り登録を許可し、原則

として秋学期からの新規受講は認めない。 

  



講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Junior Seminar I:  An Introduction to Language 

Acquisition 

With an Emphasis on Bilingualism 

２２ D. R. Terhune 

 授業のねらい 

Learning a language is an amazing thing, whether it is a first language or a second (or a third,  or a fourth, or a...).  With 

regards to a first language, with very few exceptions, nearly every human learns one and can use it to a relatively high 

degree of sophistication.  When it comes to a second language, some humans are very successful, while others fail 

spectacularly!  Why is this so?  In this class, we will take an in-depth look first and second language acquisition and 

attempt to understand “Why?”. 

 

In the first semester, we will look at various ideas on first language acquisition: 

 •Do children, when learning their first language, merely listen and then repeat? 

 •Is it completely natural that humans acquire a first language? 

 •What effect do parents, siblings and other children have on language learning? 

 •How does age effect language acquisition? 

 

While doing this, emphasis will be given to immersion education, content-based language education, bilingual 

and the issues of returnees or third culture kids (see http://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kids).  As a father of two 

bilingual, third culture kids, this instructor believes he has some unique, first-hand insights into these issues.  We will look 

at these selected topics through articles, newspapers and other materials provided by the instructor. 

 

At the end of the semester, students will be able to demonstrate a knowledge of the some of the major concepts regarding 

first and second language acquisition. 

 

A message from your 先輩:  “Learning is not only about what is in the textbook.  You can freely make “misteakes”.  You 

will also  explore your knowledge and self through classroom activities and sharing your ideas with other students.” 

 

 成績評価 

Evaluation: Attendance and Class Participation: 40% 

  Presentation and Paper:   30% 

  Final Exam (in class):   30% 

 教科書 

Text:  Lightbown, Patsy M., and Spada, Nina:  How Languages are Learned.  (Third Edition).  (Oxford University Press, 

1999). 

 

 受講上の注意 

Prompt and regular attendance is required. 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Junior Seminar II:  An Introduction to Language 

Acquisition 

With an Emphasis on Bilingualism 

２２ D. R. Terhune 

 授業のねらい 

This class is a continuation of the first semester.  This second semester, however, we will focus mainly, but not exclusively, 

on second language acquisition — something a lot of people have trouble with: 

 and bilingualism: 

 •How does second language acquisition differ from first language acquisition? 

 •What different ideas do language researchers have about second language learning? 

 •What kinds of learner characteristics and learner conditions effect learning a second language? 

 •What is a ‘good language learner’? 

 •What does intelligence, aptitude, personality, motivation and attitude, learning styles and age have to do with                  

second language acquisition? 

 •What is learner language and what is its significance? 

 •Is the path a second language learner takes towards fluency the same or different as the path of a first language 

learner?  How is it the same or different? 

 •What kind of unique ‘mistakes’ do each group of language learners make?   

 

While doing this, emphasis will be given to immersion education, content-based language education, bilingual 

and the issues of returnees or third culture kids (see http://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kids).  As a father of two 

bilingual, third culture kids, this instructor believes he has some unique, first-hand insights into these issues.  We will look 

at these selected topics through articles, newspapers and other materials provided by the instructor. 

 

At the end of the year, students will be able to identify the major factors in language acquisition and how those factors are 

different for first and second language acquisition in children, adolescents and adults. 

 

A message from your 先輩:  “Learning is not only about what is in the textbook.  You can freely make “misteakes”.  You 

will also  explore your knowledge and self through classroom activities and sharing your ideas with other students.” 

 成績評価 

Evaluation: Attendance and Class Participation: 40% 

  Presentation and Paper:   30% 

  Final Exam (in class):   30% 

 教科書 

Text:  Lightbown, Patsy M., and Spada, Nina:  How Languages are Learned.  (Third Edition).  (Oxford University Press, 

1999). 

 受講上の注意 

Prompt and regular attendance is required. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kids
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_culture_kids


講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅰ ２３  臼井雅美 

 授業のねらい 

I・IIを通して、イギリス１９世紀と２０世紀の小説を扱い、女性と創造というテーマで共に学んでいきます。Iでは、特にシャーロット・ブロンテの『ジェ

ーン・エア』を取扱い、１９世紀における女性小説家が目指したものを探求します。また、IIにおいては、Iに引き続き作品を読み続けますが、特に

１９世紀から２０世紀にかけて女性小説家がどのうように変貌を遂げ、特に批評の世界で評価がどのように変わってきたかを学ぶことにより、より深

い洞察力を持って作品を解釈することができるようにします。その中で、どのようなテーマが隠されているか、また現代の私たちはどのように読むこ

とができるかを体験することが授業のねらいです。勉強して知識をつけるだけでなく、グループ討論、グループ発表、j個人発表、そしてレポート作

成と、思考能力を養い、表現能力をつけることを目標とします。 

 成績評価 

グループ活動における発表、パワーポイントによる個人発表、期末レポートを総合的に判断して評価します。 

 教科書 

Jane Eyre (Penguin版) 

 受講上の注意 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 義 概 要    

授業科目 クラス 担当者 

Ｊｕｎｉｏｒ  Ｓｅｍｉｎａｒ  Ⅱ ２３  臼井雅美 

 授業のねらい 

I・IIを通して、イギリス１９世紀と２０世紀の小説を扱い、女性と創造というテーマで共に学んでいきます。Iでは、特にシャーロット・ブロンテの『ジェ

ーン・エア』を取扱い、１９世紀における女性小説家が目指したものを探求します。また、IIにおいては、Iに引き続き作品を読み続けますが、特に

１９世紀から２０世紀にかけて女性小説家がどのうように変貌を遂げ、特に批評の世界で評価がどのように変わってきたかを学ぶことにより、より深

い洞察力を持って作品を解釈することができるようにします。その中で、どのようなテーマが隠されているか、また現代の私たちはどのように読むこ

とができるかを体験することが授業のねらいです。勉強して知識をつけるだけでなく、グループ討論、グループ発表、j個人発表、そしてレポート作

成と、思考能力を養い、表現能力をつけることを目標とします。 

 成績評価 

グループ活動における発表、パワーポイントによる個人発表、期末レポートを総合的に判断して評価します。 

 教科書 

Jane Eyre (Penguin版) 

 受講上の注意 

特になし。 

 


