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イギリスの文学 
専門 

（英語教育 

の専門） 

1 選択必修 前期 2 安 田  比 呂 志 単独 

英語科目名 British Literature   

 

 

免許法施行規則に

定める科目区分 
大学が独自に設定する科目（中学校及び高等学校 英語） 
― 

 
＜授業概要＞本講義では、イギリス文学史の中で代表的な名作を取り上げ、それぞれの時代や作家について講義を

行った後で、グループディスカッションを行い、それぞれの作品の魅力や意味について理解する。また、作品

の原文（英文）を良く読み、理解することにより、卓越した英語の表現力について理解する。 
＜到達目標＞イギリスの代表的な文学作品を取り上げ、その背後にある言語的・歴史的・思想的な背景とともに学

ぶことにより、それぞれの文学作品に関する理解を深めるとともに、中学校や高等学校における外国語科の授

業に生かすことができる、優れた英語表現についても理解する。 
 
＜ディプロマポリシー＞ 

・基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につけ 

 ている。 

・コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

・専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけてい 

る。 

・「アクティブ・ラーニング」「ICT の活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」など 

 の指導力を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教育専 

攻のものにあっては「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 

 

＜学生へのフィードバック＞ 
授業で全体に向けてフィードバックを行う。 

 
＜授業／AL の進め方＞ 

学生は、「授業内容」に示されているそれぞれの作品を読み、あるいは独自に調べてきた内容をグループ内で発

表し合い、ディスカッション後にまとめたものを口頭で発表するとともに、レポートにまとめて提出する。 
 

＜利用する ICT 機器＞ 
 パソコン、パワーポイント、DVD、インターネット 
 
＜成績評価＞ 
    【評価方法】授業への取り組み（60％）及びレポート（40％）を総合的に評価する。 
 
    【評価基準】授業への取り組みでは、グループディスカッション、プレゼンテーションでの積極性や協調性、その内

容を評価する。レポートでは、その内容を評価する。尚、全授業を通して 4 回以上欠席した場

合は、評価の対象外となる。 

 
＜教科書＞ 

川崎寿彦、『イギリス文学史入門』（研究社） 

   その他、必要に応じて資料を事前に配布する。 
 
＜参考書＞ 
 チョーサー、『完訳 カンタベリー物語〈上・中・下〉』（岩波文庫） 
 シェイクスピア、『新訳 ハムレット』（角川文庫） 
 スウィフト、『ガリヴァー旅行記』（新潮文庫） 
 オースティン、『高慢と偏見』（中公文庫） 
 ディケンズ、『クリスマス・キャロル』（新潮文庫） 
 
＜受講学生へ＞ 

受講生は、授業内容の理解を深め、積極的な議論を可能にするために、事前学修および事後学修をしっかりと行

うこと。 
 
 
 



【授 業 計 画】 
 
第 1 回 

授業内容 
オリエンテーション（この科目の学習指導要領における位置づけや、授業の内容と進め方の説明）、及

び、イギリス文学の歴史的展開に関する概説を行う。  
 事前事後学修 事前学修：イギリスの成立過程を調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 2 回 

授業内容 
イギリスの成立と Old English の文学：紀元前からゲルマン人の移動に至るまでの歴史を辿り、イギリスの

国家としての成立を、Old English の確立に至るまでの経緯と併せて概観した上で、Beowulf を読む。  
 事前事後学修 事前学修：『ベオウルフ』について調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 3 回 

授業内容 
Middle English の文学（１）：ノルマン人の征服以降の民族的・言語的な変化に着目し、また、大陸で起

こっていたルネサンスの影響にも触れた上で、Chaucer, The Canterbury Tales を読む。  
 事前事後学修 事前学修：『カンタベリー物語』を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 4 回 

授業内容 
Middle English の文学（２）：フランスからもたらされたロマンス文学の伝統について概観し、その実例と

して Sir Thomas Malory, The Death of King Arthur を読む。  
 事前事後学修 事前学修：アーサー王物語について調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 5 回 

授業内容 
Renaissanceの時代と演劇：イギリスにおけるルネサンスの特徴を、宗教改革との時代的関連性も含めて

概観し、この時代を代表する作品として William Shakespeare の Hamlet を読む。  
 事前事後学修 事前学修：『ハムレット』を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   
第 6 回 

授業内容 
Renaissance の詩：Sir Thomas Wyatt、Henry Howard、Sir Philip Sydney、Ｅｄｍｕｎｄ Spencer、
Christopher Marlowe、Chivalry Poets、Metaphysical Poets の詩を読む。  

 事前事後学修 事前学修：事前に配布された詩を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 7 回 

授業内容 Puritan の文学：ピューリタン革命の敵視的展開を概観した上で、イギリスのピューリタン文学を代表する

John Milton, The Paradise Lost と John Bunyan, The Pilgrim Progress を読む。  
 事前事後学修 事前学修：『失楽園』と『天路歴程』について調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1

時間） 
   第 8 回 

授業内容 
Journalism の文学：17 世紀末の印刷に関わる検閲の廃止の後、急速に発展したジャーナリズムの性質

を、Joseph Addison と Richard Steele の The Tatler と The Spectator の記事を通して理解する。  
 事前事後学修 事前学修：事前に配布された英文を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 9 回 

授業内容 
小説の萌芽：Daniel Defoe, Roｘａｍａ と Jonathan Swift の Gulliver’s Travel を読み、中産階級が台

頭した 18 世紀前半のイギリス社会が抱えていた問題について考察する。  
 事前事後学修 事前学修：『ガリヴァー旅行記』を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 10 回 

授業内容 
小説の誕生：物語と小説の違いについて考察しながら、Samuel Richardson, Pamela と Henry 
Fielding, Tom Jones を読む。  

 事前事後学修 事前学修：『パミラ』と『トム・ジョーンズ』について調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえ

た課題（1 時間） 
   第 11 回 

授業内容 
Jane Austen の世界：18 世紀に流行した感傷小説やゴシック小説について概観した上で、Pride and 
Prejudice を読む。  

 事前事後学修 事前学修：『高慢と偏見』を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 12 回 

授業内容 
Classicism の文学：啓蒙主義の時代としての 18 世紀イギリス文学を代表する Alexander Pope の詩を

読む。  
 事前事後学修 事前学修：事前に配布された詩を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 13 回 

授業内容 
Romanticism の文学：William Blake、William Wordsworth、Percy Bysshe Shelley と John Keats
の詩を読む。  

 事前事後学修 事前学修：事前に配布された詩を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   第 14 回 

授業内容 
Victoria 時代の文学（１） Emily Bronte の Wuthering Heights を読む。 

 
 事前事後学修 事前学修：『嵐が丘』について調べる（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 
   
第 15 回 

授業内容 
Victoria 時代の文学（２） Charles Dickens の The Christmas Carrol を読む。 

 
 事前事後学修 事前学修：『クリスマス・キャロル』を読む（3 時間）・事後学修：授業を踏まえた課題（1 時間） 

 
 


