
−112−2019 年度　夏期スクーリングの手引

講座内容（シラバス） ※2019年度より授業計画が全15回で表記されておりますが，授業時間や授業日程は
各スクーリングの開講講座表の記載通りとなります。

E-mail を送るときは，必ず件名欄に「日本大学通信教育部」「学生番号」および「氏名」を記入のこと。例：「日本大学通信教育部 22183999　日大通子」
※授業相談（連絡先）に記載のない講座においては，授業終了後に質問を受け付けます。注意

◆授業概要　井原西鶴の浮世草子の中から町人物を中心に４作品を読解する。西鶴とその文芸を理解する場合，当時興隆してきた商
業出版界を背景に，元禄期という“時代性”，大坂という“地域性”，町人という“階層性”に着目することが大切である。授業で
は西鶴に特徴的な語句・表現・文体に焦点を当て，上方を中心とする元禄期の町人生活の実態や，町人文化の形成を理解できるよ
うに心掛ける。

◆学修到達目標　作品の翻刻・注釈を複数調査し比較対照した上で，各自発表の準備ができるようになることを目的とする。各自が
発表資料を最低Ａ４サイズ一枚は用意し，教員と受講者全員に配布し説明できるようになる。作品を解釈する上で，各自が研究史
を踏まえつつ，興味関心を持って西鶴作品を主体的に読解する（必ずしも作品の主題に拘る必要はない）姿勢を習得できる。

◆授業方法　受講者決定後に，人数を考慮しつつテキストに収録されている短編作品を適宜割り振り，全員に通知する。最初に近世
前期の出版文化の概略について長谷川が講義するが，各作品については，個々の学生の発表と質疑による演習形式で行う。欠席す
る発表担当者が出ることが予想されるが，その時間を適宜影印の読解作業に宛てる。
◆授業計画〔各90分〕

１回
授業内容 近世前期の出版文化の概略について講義する。
事前学修 テキストの「解説Ⅱ」と「西鶴略年譜」を読んでおくこと。
事後学修 当時の大坂の出版事情について理解しておくこと。

２回
授業内容 『日本永代蔵』１- １「初午は乗てくる仕合」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 作品冒頭の序の意味を理解しておくこと。

３回
授業内容 同１- ２「二代目に破る扇の風」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 京都の遊廓島原について理解しておくこと。

４回
授業内容 同１- ４「昔は掛算今は当座銀」演習①
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 江戸時代の呉服商買の実態を理解しておくこと。

５回
授業内容 同上　演習②
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 “三井の商法”の画期性を理解しておくこと。

６回
授業内容 同４- ４「茶の十徳も一度に皆」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 当時の町人倫理観について理解しておくこと。

７回
授業内容 『世間胸算用』１- ２「長刀はむかしの鞘」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 西鶴が“小質屋”店頭を舞台にした意味を理解しておくこと。

８回
授業内容 同１- ４「鼠の文づかひ」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 当時の隠居制度について理解しておくこと。

９回
授業内容 同２- ４「門柱も皆かりの世」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 当時の掛買・掛取の商習慣について理解しておくこと。

10回
授業内容 同３- ３「小判は寝姿の夢」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 当時の女性奉公人の事情を理解しておくこと。

11回
授業内容 『西鶴置土産』２- ２「人には棒振むし同前におもはれ」演習①
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 西鶴追善発句を読み直しておくこと。

12回
授業内容 同上　演習②
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 上方版と江戸版の相違について理解しておくこと。

13回
授業内容 『万の文反古』１- ３「百三十里の所を拾匁の無心」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 序文の内容から書翰体小説の意味を理解しておくこと。

14回
授業内容 同１- ４「来る十九日の栄耀献立」演習
事前学修 テキストの「解題」を読んでおくこと。
事後学修 当時の料理献立の意味を理解しておくこと。

15回
授業内容 試験（影印によるくずし字読解試験・記述試験）および解説
事前学修 各自の担当箇所につき，テーマを絞ってまとめておき試験に臨むこと。
事後学修 影印読解の正解を配布するので確認すること。

◆教科書　丸沼『影印版頭注付　西鶴の世界Ⅱ』　雲英末雄・谷脇理史他編　新典社　1,404円（税込）（送料215円）
◆参考書　市販の変体仮名手引き書（出版社は指定しない）。
◆成績評価基準　配布資料と発表内容の充実度（45%），質疑など授業への参加度・影印読解への取り組み姿勢（20%），リポート

形式の試験の達成度（35%）で評価。変体仮名の読解が出来なくても，それを理由に不合格となることはない。
◆授業相談（連絡先）：受講者決定後に事前に通知する。近年発表準備の仕方が分からないという者がいるが，事前に質問や相談を

寄せることは全く差支えない。個々の作品によって，参照すべき参考文献が異なる場合は当然ながらあり得る。

〔国文学演習Ⅰ～Ⅵ〕 長谷川　正江

講座内容（シラバス）� ※ �2019年度より授業計画が全15回で表記されておりますが，授業時間や授業日程は
各スクーリングの開講講座表の記載通りとなります。

E-mail を送るときは，必ず件名欄に「日本大学通信教育部」「学生番号」および「氏名」を記入のこと。例：「日本大学通信教育部　22183999　日大通子」
※授業相談（連絡先）に記載のない講座においては，授業終了後に質問を受け付けます。注意

◆授業概要　文学とはその時代と社会を映し出す鏡である。この授業では黎明期から18世紀前半のイギリスの文学をイギリス史と
社会との関係から概観する。具体的には指定したテキストのプロローグから第４章までの各章における時代の特徴と社会について
学び，各時代の文学を詩，散文，戯曲のジャンルごとの代表的作家とその作品の内容を学び，イギリス文学を歴史の流れの中で広
い視座から理解できる事を心がける。

◆学修到達目標　黎明期から18世紀前半のイギリスの歴史・社会と文学の関連性を説明できるようになる事を目的とする。それぞ
れの時代や社会の特徴について学び，それらが文学にどのような影響を与えたのかを考察し，理解できるようになる事を目的とする。
その過程でイギリス文学に必要な基礎知識（代表的作家，代表的作品，文学用語など）を身につけ，文学を深く理解する土台を築
く事を目的とする。
◆授業方法　テキストに沿ってプロローグから第４章までの時代思潮と各ジャンル（詩，散文，戯曲）の概説を学んだ上で，代表的
な作家についての解説，代表作の内容についての解説を行う。重要な作品の原文を読む。詩は重要な作品を音声で聞き，発音しても
らう場合もある。作品や時代を理解する一助として映像を使用する場合もある。作品についてのコメントを書いてもらうこともある。
◆履修条件　2018年度以前の同担当による同科目で単位修得した者は不可
◆授業計画〔各90分〕

１回
授業内容 ガイダンス，オリエンテーション，授業の進め方，講義内容に記載されている成績評価方法等の確認，夏期スクーリングで

扱う作家や作品を紹介する。
事前学修 指定されたテキストの範囲（プロローグから第４章まで）を読み，自分が興味のある作家と作品を考えてくる。
事後学修 夏期スクーリングで学ぶ予定のイギリス文学はどのような作品があるのか調べる。

２回
授業内容 テキスト　プロローグ（１）イギリス文学の黎明期　イギリスの文学の黎明期をどこに置くのか，イギリスという国の歴史を

振り返りながら解説する。この時代の詩について解説する。
事前学修 テキストの２-３頁を読み，イギリスという国や英語の歴史について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，イギリスという国の成立や英語の歴史についてまとめる。

３回
授業内容 テキスト　プロローグ（２）アングロサクソンの文学（古英語の文）　叙事詩 Beowulf について解説し，音声を聞き，読ん

でみる。映像で内容をたどる。古英語を使った他の詩を聞いて内容を解説する。この時代の散文について解説する。
事前学修 テキストの４-10頁を読み，古英語で書かれた詩にはどのようなものがあるのか調べてくる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，Beowulf や他の古英語で書かれた他の詩の特徴や内容についてまとめる。散文にはどのようなものがあ

るのかその内容についてまとめる。

４回
授業内容

テキスト　第１章　中世（14，15 世紀）の文学（１）　14，15 世紀のイギリスの社会について解説する。この時代の詩の
特徴について解説する。代表的詩人（Geoffrey Chaucer, William Langland）とその作品について，また ballad について
解説する。The Canterbury Tales の解説をし，抜粋部分の原文の音声を聞き，内容を確認する。

事前学修 テキストの12-27頁を読み，中世のイギリスの社会やこの時代の詩人と作品について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，中世のイギリス社会や当時の代表的詩人（Geoffrey�Chaucer）とその作品についてまとめる。

５回
授業内容

テキスト　第１章　中世（14，15 世紀）の文学（２）　14，15 世紀の散文の特徴について解説する。代表的散文家
（Thomas Malory）とその作品について解説する。アーサー王伝説について解説する。アーサー王伝説に関する映像で鑑賞
する。中世の演劇について解説する。

事前学修 テキストの27-31頁を読み，中世の散文，アーサー王伝説について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，中世の散文やアーサー王伝説についてまとめる。アーサー王が後世の文学に与えた影響を考える。中世

の演劇の特徴についてまとめる。

６回
授業内容

テキスト　第２章　ルネサンス（16 世紀）の文学（１）　16 世紀のイギリスの社会，イギリスのルネサンスについて解説
する。16 世紀の詩について解説し，この時代の代表的詩人（Edmund Spencer, Philip Sidney, William Shakespeare）
とその作品の概要について解説する。詩型や修辞法について解説する。詩を音声で確認する。

事前学修 テキストの36-43頁を読み，ルネサンス期のイギリス社会，この時代の詩や詩人について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，ルネサンス期のイギリス社会，この時代の詩や詩人についてまとめ，興味を持った詩を読んでみる。詩

型や修辞法の復習をする。

７回
授業内容 テキスト　第２章　ルネサンス（16 世紀）の文学（２）　William Shakespeare の Sonnets から有名なものを選び，映

像も用いて内容をたどり，音声で確認し，読む。
事前学修 William�Shakespeare のSonnets にはどのようなものがあるのか調べる。
事後学修 William�Shakespeare のSonnets について復習し，授業時に扱った詩の内容を確認し，声に出して読む。

８回
授業内容

テキスト　第２章　ルネサンス（16 世紀）の文学（３）　16 世紀の散文について解説し，代表的散文家（Thomas More,
Francis Bacon）を紹介し，その内容を概説する。16 世紀の演劇について解説し，代表的劇作家（Christopher Marlowe,
William Shakespeare）を紹介し，代表作品を概説する。

事前学修 テキストの45-60頁を読み，16世紀の散文家，劇作家にはどのような人物がいるか，どのような作品があるのか調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，ルネッサンス期の散文や演劇についてまとめる。

９回
授業内容 テキスト　第２章　ルネサンス（16 世紀）の文学（４）　William Shakespeare 代表作を映像や有名な台詞の意味を考え

ながら鑑賞する。
事前学修 William�Shakespeare の演劇にはどのようなものがあるのか調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，William�Shakespeare の作品で興味のあるものを読む。

10回
授業内容

テキスト　第３章　17 世紀の文学　宗教革命と文学（１）　17 世紀のイギリスの社会，宗教革命の影響について解説する。
17 世紀の詩について解説し，この時代の代表的詩人（John Donne, Robert Herrick, George Herbert, John Milton,
Andrew Marvell）とその作品の概要について解説する。

事前学修 テキストの62-82頁を読み，17世紀のイギリス社会とこの時代の詩や詩人について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習し，17世紀のイギリス社会とこの時代の詩や詩人についてまとめる。

11回
授業内容 テキスト第３章　17 世紀の文学　宗教革命と文学（２）　17 世紀の王党派詩人，形而上派詩人，宗教詩や説教から有名な

作品を選んで読む。音声で確認もする。
事前学修 17世紀の詩にはどのようなものがあるのか調べて読む。
事後学修 授業で扱った詩の内容を復習し，時代背景と関連づけてまとめる。授業で扱った詩を声に出して読んでみる。

12回
授業内容 テキスト第３章　17 世紀の文学　宗教革命と文学（３）　17 世紀の散文について解説する。欽定訳聖書ができるまでの過

程を解説する。この時代の代表的な散文家（John Bunyan）を紹介し，代表作について概説する。
事前学修 テキストの82-90頁を読み，17世紀の散文家について調べる。欽定訳聖書について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習する。17世紀の散文，欽定訳聖書成立までの過程をまとめる。

13回
授業内容 テキスト第４章　王政復古から 18 世紀初頭の文学（１）　王政復古の時代から 18 世紀初頭の詩について解説する。代表的

詩人（John Dryden, Alexander Pope）を紹介し，代表作を概説する。
事前学修 テキストの92-101頁を読み，王政復古の時代の詩や詩人の特徴を調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習する。王政復古の時代の詩と17世紀の宗教詩と比較してみる。

14回
授業内容

テキスト第４章　王政復古から 18 世紀初頭の文学（２）全体の総まとめ　王政復古の時代から 18 世紀初頭の散文につい
て解説する。代表的作家（Joseph Addison, Daniel Defoe, Jonathan Swift）を紹介し，ジャーナリズムと次世代の近代
小説の萌芽になる作品とに分けて概説する。この時代の演劇，劇作家（William Congreve）を紹介し，代表作を概説する。
これまで解説してきた事のポイントを解説する。

事前学修 テキストの102-115頁を読み，王政復古の時代の散文家や劇作家について調べる。
事後学修 授業時にとったノートを復習する。王政復古の時代の散文と劇についてまとめる。

15回
授業内容 試験とその解説を行う。
事前学修 夏期スクーリングで学んだことを総復習する。
事後学修 試験でできなかったところを見直し，復習する。

◆教科書　丸沼  『はじめて学ぶイギリス文学史』　ミネルヴァ書房　3,024円（税込）（送料350円）
◆参考書　丸沼  『英語文学事典』　ミネルヴァ書房　4,860円（税込）（送料500円）

丸沼  『映画で英詩入門』　平凡社　1,404円（税込）（送料300円）
丸沼  『イギリス名詩選』　岩波文庫　993円（税込）（送料215円）
※参考文献は自習用であり，授業では使用しません。

◆成績評価基準　コメントシート（30％），試験（70％）
授業には毎回出席することを前提として評価を行います。

◆授業相談（連絡先）：基本的には授業終了時に対応します。
事前に相談内容を話していただいた上でアポイントメントをとることが望ましい。

〔イギリス文学史Ⅰ〕�

SAMPLE




