
−28−2019 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　E.M.Forster の時代から現代のポストコロニアル文学に至るまでの代表的な作家及び作品を紹介し考察する。時と場所
があまりにも違うので作品鑑賞に必要な想像力を育むために映画化されたものを一部観ていく。
◆学修到達目標　1．時代における代表的な作家と作品に触れることができる。
2．英文の抜粋を少し読むので様々な文体の英語に触れることができる。
3．作品の解釈の仕方を知ることができる。

◆授業方法　プリントを用いて（枚数多し）時代背景，各作家の生涯及び代表的な作品に触れ，作品を一つ選び読んでいく。時間が
余れば，作家や作品を追加したい。
◆履修条件　2019年度昼間スクーリング（後期）「イギリス文学史Ⅱ」との積み重ね不可
◆授業計画〔各90分〕

１回
授業内容 E.M.Forster 及び Howards End
事前学修 イギリス文学史においてE.M.Forster について学修しておく。
事後学修 Howards End を原文で読む。

２回
授業内容 D.H.Lawrence 及び Lady Chatterley’s Lover
事前学修 イギリス文学史においてD.H.Lawrence について学修しておく。
事後学修 Lady Chatterley’s�Lover を原文で読む。

３回
授業内容 George Owell 及び 1984
事前学修 イギリス文学史においてGeorge�Owell について学修しておく。
事後学修 1984 を原文で読む。

４回
授業内容 Virginia Woolf 及び Mrs Dalloway
事前学修 イギリス文学史においてVirginia�Woolf について学修しておく。
事後学修 Mrs�Dalloway を原文で読む。柴田徹士先生の注釈を参考にするとよい。

５回
授業内容 James Joyce 及び Ulysses など
事前学修 イギリス文学史において James�Joyce について学修しておく。
事後学修 Dubliners，A�Portrait�of�the�Artist�as�a�Young�Man を原文で読む。

６回
授業内容 H.G.Wells 及び The Invisible Man など
事前学修 イギリス文学史においてH.G.Wells について学修しておく。
事後学修 The�Invisible�Man などを原文で読む。

７回
授業内容 T.S.Eliot 及び The Waste Land
事前学修 イギリス文学史においてT.S.Eliot について学修しておく。
事後学修 The�Waste�Land や Eliot による批評を原文で読む。

８回
授業内容 William Somerset Maugham 及び The Moon and Six Pence
事前学修 イギリス文学史においてMaughamについて学修しておく。
事後学修 The�Moon�and�Six�Pence を原文で読む。

９回
授業内容 Evelyn Waugh 及び Brideshead Revisited
事前学修 イギリス文学史においてEvelyn�Waugh について学修しておく。
事後学修 Brideshead�Revisited を原文で読む。

10回
授業内容 Graham Greene 及び Brighton Rock など
事前学修 イギリス文学史においてGraham�Greene について学修しておく。
事後学修 Brighton�Rock などを原文で読む。映画「第三の男」を観る。

11回
授業内容 William Golding 及び Lord of the Flies
事前学修 イギリス文学史においてWilliam�Golding について学修しておく。
事後学修 Lord�of�the�Flies を原文で読む。

12回
授業内容 Kazuo Ishigro 及び Never Let Me Go
事前学修 イギリス文学史においてKazuo�Ishigro について学修しておく。
事後学修 Never�Let�Me�Go を原文で読む。

13回
授業内容 John McGahern 及び Amongst Women
事前学修 アイルランド文学史において John�McGahern について学修しておく。
事後学修 Amongst�Women を原文で読む。短編集もあるのでそれらを読む。

14回
授業内容 Ian McEwan 及び Atonement
事前学修 イギリス文学史において Ian�McEwan について学修しておく。
事後学修 Atonement を原文で読む。

15回
授業内容 試験
事前学修 前回までの授業内容をじゅうぶん時間をかけて復習する。
事後学修 イギリス文学史を改めて読み，読んでいない作品を原文で読む。

◆教科書　 当日資料配布  プリント
◆参考書　通材『イギリス文学史Ⅱ　N30100』　通信教育教材（教育コード000112）3,200円（送料込）

丸沼『イギリス文学史』　川崎寿彦著　成美堂　2,592円（税込）（送料300円）
◆成績評価基準　試験（70%）　平常点（30%）　短期間のスクーリングのため皆出席を前提として評価する。

〔イギリス文学史Ⅱ〕 猪野　恵也

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　「英語史」とは英語の「ことばの変化」を研究する学問分野です。現在，国際語となりつつある英語は1000年以上の
歴史を持ち，その中で他の言語よりも大きな変化を経験してきました。本講座では，この英語の変化について，古英語・中英語・
近代英語といった英語の時代区分を基に，それぞれの言語の特徴を知り，現代英語と比較することによって，英語がどのように変
化してきたのかを学習します。
◆学修到達目標　本講座では，受講生が，
①各時代区分の英語の特徴を理解できるようになる
②古い英語と現代英語を比較し，その違いを説明できるようになる
③それぞれの文法項目がどのように変化してきたのかを説明できるようになる
ことを目標としています。

◆授業方法　基本的に配布プリントを基に講義形式で進めます。ただし，学習内容に沿った質疑応答や，プリントの例文について発
表してもらうというような演習形式の要素も適宜加えていきます。必要に応じて，内容・進度は調整することもあります。
◆授業計画〔各90分〕

１回

授業内容 ガイダンス・基礎知識の導入　①授業概要・成績評価等について説明を行う。②英語史に関する基礎知識とインド・ヨーロッ
パ語族について学習する。

事前学修 シラバスの内容に目を通しておく必要がある。事前配布プリント「Introduction」及び「印欧語族と英語の系統」を確認しておくこと。
また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。

事後学修 授業目標や評価基準を理解しておくこと。基本用語は2回目以降の説明で用いるため定着させておく必要がある。また，授業内容を整
理し，ノートにまとめること。

２回

授業内容 古英語期外面史・古英語を読む　①古英語期の社会的出来事について学習する。②古英語で書かれた West Saxon 
Gospels からの抜粋を読む。

事前学修 事前配布プリント「古英語期外面史」及び「古英語を読む」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。「古
英語を読む」では，現代英語の聖書での該当箇所を参照し，古英語と現代英語の単語の対応を可能な限り検討しておくことが望ましい。

事後学修
「古英語期外面史」では，参考文献等の外面史記載の箇所を確認し，歴史的出来事の流れを再確認すること。特に，言語に影響を与えた
出来事については年代と内容を定着させておく必要がある。「古英語を読む」では，古英語と現代英語の違いについてポイントを整理し
ておくこと。

３回
授業内容 古英語の語形変化　古英語の語形変化（名詞・動詞）とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「名詞の起源」及び「動詞の起源」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

４回
授業内容 語順の変化　古英語の語順の特徴とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「語順の通時的変化」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

５回

授業内容 中英語期外面史　中英語期の社会的出来事について学習する。
事前学修 事前配布プリント「中英語期外面史」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。

事後学修 参考文献等の外面史記載の箇所を確認し，歴史的出来事の流れを再確認すること。特に，言語に影響を与えた出来事については年代と
内容を定着させておく必要がある。

６回
授業内容 中英語を読む　中英語で書かれた『カンタベリ物語』からの抜粋を読む。
事前学修 事前配布プリント「カンタベリ物語」を読んでおくこと。
事後学修 プリントの中英語の文章の内容を再確認すること。また，現代英語との違いについて整理しておくこと。

７回
授業内容 非人称動詞の発達　非人称動詞の用法とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「非人称構文の発達」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

８回
授業内容 完了形の発達　初期の完了形の形式・用法とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「完了形の発達」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

９回
授業内容 再帰代名詞の発達　初期の再帰代名詞の用法とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「再帰代名詞の発達」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

10回

授業内容 近代英語の外面史　近代英語期の社会的出来事について学習する。
事前学修 事前配布プリント「近代英語期外面史」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。

事後学修 参考文献等の外面史記載の箇所を確認し，歴史的出来事の流れを再確認すること。特に，言語に影響を与えた出来事については年代と
内容を定着させておく必要がある。

11回
授業内容 初期近代英語を読む　初期近代英語で書かれた『欽定訳聖書』からの抜粋を読む。
事前学修 事前配布プリント『欽定訳聖書』の抜粋を読んでおくこと。また，現代英語の対応箇所を確認し，その違いを確認しておくこと。
事後学修 プリントの初期近代英語の文章の内容を再確認すること。また，現代英語との違いについて整理しておくこと。

12回
授業内容 法助動詞の発達　近代英語までの法助動詞の用法とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「法助動詞の発達」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

13回
授業内容 助動詞 do の発達　近代英語までの助動詞 do の用法とその変遷を学習する。
事前学修 事前配布プリント「助動詞 doの発達」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を読んでおくこと。
事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

14回

授業内容 英 語 の 発 音 と 綴 り・ 言 語 変 化 の メ カ ニ ズ ム　 ① 大 母 音 推 移 を 中 心 に 英 語 の 発 音 と 綴 り の 関 係 性 を 学 習 す る。 
②言語変化理論である「文法化」について学習する。

事前学修 事前配布プリント「英語の綴りと発音」及び「言語変化のメカニズム（文法化）」を確認しておくこと。また，参考文献等で該当箇所を
読んでおくこと。

事後学修 授業内容を整理し，ノートにまとめること。

15回
授業内容 試験・解説　学習内容を確認するための試験とその解説を行う。
事前学修 これまでの学習内容を整理し，ノートにまとめておくこと。
事後学修 問題を再度解きなおし，本講座で学習した内容を整理すること。

◆教科書　 事前資料送付  事前に授業プリントを配布します。
◆参考書　丸沼  『英語史入門』　橋本功著　慶應義塾大学出版会　2,592円（税込）（送料300円）

丸沼  『ファンダメンタル英語史』�児馬修著　ひつじ書房　1,728円（税込）（送料300円）
丸沼  『文法化する英語』　保坂道雄著　開拓社　1,944円（税込）（送料300円）

◆成績評価基準　試験（60%），授業への取り組み（40%）を総合的に評価します。ただし，全出席を前提とします。

〔英語史〕�
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