
英文学コース進級ガイダンス 

11 月 12 日（月）＠34-453 

1. 英文学コースで学べること 

 

英文学コースでは、英語学、英語教育と英語圏の文学、文化について幅広く学ぶことができます。伝統的な学問分野だけ

でなく、大衆文化のような比較的新しい研究分野まで様々なことが学べます。英文学コースは規模が大きく、所属する教

員も開講する科目も多様なので、幅広い教養の習得から一つのことの深い探求まで皆さんの様々な知的関心に応じること

ができます。英文学コースで学んだことの集大成と言える卒業論文のテーマについては、学生の自発的な意欲を最大限に

尊重しています。演習・講義科目で教えている範囲を超えた様々なテーマを自由に追求して下さい。 

 

英語学――英語の歴史（古代英語、中世英語）、英語に即した言語学・音声学などを学べます。 

英語教育――英語教育専門の教員から本格的に英語教育についての指導を受けることができます。 

英語圏の文学 ――イギリス、アメリカだけでなく、アイルランド、カナダ、アフリカのポストコロニアル文学

等、英語で書かれた古今の文学を研究することができます。各分野の専門家が担当するオムニバス形式の文学史講義をは

じめとして、文学をさまざまなジャンルや時代でくくる講義・演習が多数開講されます。また、文学上のテーマや概念の

変貌を追いかけることにより、時代やジャンルを横断して展開する講義も開講されます。小説、詩、演劇、批評などを作

家や時代からアプローチする伝統的な研究のほか、さまざまな文学理論を応用した研究方法が可能です。 

地域文化――英語圏の様々な地域の文化、および歴史について学べます。イギリス文化、アメリカ文化、アイルラン

ド文化を扱う科目が設置されています。 

大衆文化――音楽・映像・美術・文化研究等の英語圏現代文化は、英文学コースの研究分野に含まれます。卒論を音

楽・映画・コミック・スポーツ等のテーマで書くことができます。音楽にしても映画にしても、それを生んだ文化、時代・

社会的背景といった奥行きのある勉強ができるのは、英文学コースの強みです。 

比較文化――科目としては設置されていませんが、卒論では歓迎です。アメリカやイギリスなどの英語圏文化と日本

文化との比較など、広い視野を養うことができます。 

翻訳――英文学コースには小説、詩、戯曲などの翻訳を手がけている先生も多いです。 

英語の論文作成――卒論は日本語で書くこともできますが、この先留学を考えている人や、社会に出てから英語

を使う仕事をしたい人はぜひ英語で卒論を書いてみましょう。英文学コースは、自分のやりたいテーマについて英語で表

現する訓練を積むのに最適の場所です。 
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2. 英文学コース教員紹介 2018 

教員名／研究室 
主な研究領域 その他の関心領域 卒論指導の範囲 

江田 孝臣 

えだ たかおみ 

33-1205 

te21@waseda.jp 

・アメリカの詩. 

特にWilliam Carlos Williamsと

Emily Dickinson. 

アメリカ詩全般、Walt Whitman, Hart Crane, 

Allen Ginsberg, Denis Levertov, Kenneth 

Rexroth, Ezra Pound, Sylvia Plath, Mina Loy

など.  

Vladimir Nabokovの小説 

アメリカ詩全般. 他にビート・ジェネレーショ

ン. 文学批評理論. Nature Writing. Henry David 

Thoreau. 英米文学を原作とする映画. テクノロ

ジーと文学. 

岡田 俊之輔 

おかだしゅんのすけ 

33-1211 

okada@waseda.jp 

・宗教（の世俗化）と近現代英

米文学 

（近代化に伴う）社会･政治･思想･文化の

諸問題 

 

T. S. Eliot, Thomas Carlyle, G. K. Chesterton, George 

Orwell, Herman Melville, George Steiner, Joseph 

Conrad, 他 

都甲 幸治 

とこう こうじ 

33-1210 

ktoko@waseda.jp 

・1980年代以降のアメリカ文

学、特にDon DeLillo 

・現代アメリカ文化 

Charles Bukowski 

アメリカ映画 

表象文化論 

文学作品の翻訳 

１９８０年代以降のアメリカ文学／現代アメリ

カ文化論／映画論／翻訳論 

栩木 伸明 

とちぎ のぶあき 

33-1206 

ntochigi@waseda.jp 

・W. B. Yeats以降Seamus Heaney

などのアイルランド現代詩 

・William Trevor, Colm Toibínなど

現代アイルランド小説 

アイルランドの音楽（伝統音楽・ロッ

ク）、パブを中心とした口承文化／日本の

現代詩・小説 

アイルランド文学・文化全般、イギリス・ロマ

ン派の詩、英米現代詩 

平埜 雅久 

ひらの まさひさ 

33-1208 

masahisa@waseda.jp 

・認知音声学  

・生成音韻論 

応用言語学／社会言語学／英語教育／異

文化コミュニケーション／CMC (Computer 

Mediating Communication)論 

実験音声学、社会言語学、英語教育、応用言語

学、異文化コミュニケーション、CMC論 

冬木ひろみ 

ふゆき ひろみ 

33-1209 

fuyuki@waseda.jp 

・シェイクスピア 

・エリザベス朝演劇 

現代英米演劇／マニエリスム／テオ・ア

ンゲロプロス（ヨーロッパ映画）イギリ

スの庭・田舎 

エリザベス朝演劇(Shakespeare, Greene, Lyly, 

Marlowe, Ben Jonson, Webster etc.) ／現代英米演

劇(O’Neill, Arthur Miller, Peter Shaffer, etc. ) ／ミュ

ージカル／清水邦夫、蜷川幸雄など比較文化(演

劇)的アプローチも可 

堀内 正規 

ほりうち まさき 

33-1214 

w168347@waseda.jp 

・19世紀アメリカ文学 

 

２０世紀アメリカ文学 

アメリカの大衆音楽全般、アメリカ映画 

アメリカ文学・文化にかかわるもの 

アントニー・マーティ

ン（今年度で退任） 

33-1215 

amartin @waseda.jp 

・British Myth and Legend 

・Text and Technologies 

・Writing and Research Skills 

・Renaissance Drama, Shakespeare 

Contemporary music, 1960s psychedelia, world 

music 

British sports: football and cricket 

Shakespeare, Herbert, Milton, etc. 

Arthurian Legend, Beowulf, Robin Hood, Tolkien, etc. 

Hypertext, Textual Theory, etc. 

＊メールアドレスは個人情報なので、取り扱いに注意してください。 

mailto:te21@waseda.jp
mailto:ktoko@waseda.jp
mailto:amartin@waseda.jp
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3. 英文学コース演習科目の履修について 

 

〇構成の特徴 

異なるジャンルや時代や問題意識について知る 横方向 の学習 

限定された領域について知識を積み上げ考察を深める 縦方向 の学習 

 

〇履修の仕方 

演習①～⑨の全て（A、B、Cから1科目を選択）と卒論演習（①～⑥から１科目）を履修する 

 

 

２

年

生

以

上 

春

学

期 

演習① 演習② 

A B C A B C 

小説入門 詩入門 戯曲入門 英語学入門 文学批評入門 論文読解入門 

秋

学

期 

演習③ 演習④ 

A B C A B C 

小説 詩 戯曲 英語学 文学批評 論文作成法 

３

年

生

以

上 

春

学

期 

演習⑤ 演習⑥ 

A B C A B C 

アメリカ 

20世紀 

イギリス 

20世紀 

コロニアル／ポ

ストコロニアル 

ルネサンス 英語教育理論

の検証 

文学の中の文化／

文化の中の文学 

演習⑦  

A B C 

英語ジャーナ

リズム読解 

児童文学 翻訳ワークシ

ョップ 

秋

学

期 

演習⑧ 演習⑨ 

A B C A B C 

ロマン主義 

イギリス19世紀 

アメリカ 

19世紀 

モダニズム ポストモダニ

ズム 

地球とネイシ

ョン 

知の表象 

 

４

年

生

以

上 

通

年 

卒論演習 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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4. 英文学コースのカリキュラムを最大限に活用するために 

 

１．学年指定に注意！ 

「2年生以上」指定の演習①～④は、いろいろな形式や内容を広く知るという意味で「横方向」の学習に重点があります。

「3 年生以上」指定の演習⑤～⑨は、「横方向」の学習をイングリッシュ･スタディーズの標準的な区分にそって体系化

したものです。同時に、専門性を高める「縦方向」の学習にも重点が置かれています。卒論演習は、最終的に自分でテ

ーマを決めて、これまで学習した事柄と関連させつつ、さらに掘り下げていく試みです。以上のように、カリキュラム

は「面」から「点」へと学習の焦点を徐々に絞っていけるように設計されています。なお「--年生以上
．．

」とされています

が、できる限り早めの履修を心がけましょう。 

 

２．講義科目との関連性を大切に！ 

演習と講義科目の内容を連動させると特定の分野に関する視野がさらに広まるでしょう。講義要項を熟読し、関連の深

い授業を同時に（あるいは春期から秋期、秋期から次の年度の春期に繋げるなどして）履修すると良いでしょう。 

 

３．最終目標を意識しよう！ 

縦横方向の学習の最後には、卒業論文の執筆という大きな挑戦が待ち受けています。3年生の秋に提出する「卒論計画」

も、卒論本体も、ただ好きなことを書くのではなく、英文学コースで学んできたことの集大成として、イングリッシュ･

スタディーズの枠組みを生かしたテーマ設定で書くべきものと心得えましょう。 

 

４．英語力を磨こう！ 

英文学コースの科目から多くを吸収し、就職や進学に生かすためには、各自が英語力を高める努力を継続しなければな

りません。コース内に設置された英語による授業だけでなく、英語科目も活用しましょう。授業では多くの作品、論文、

評論などに原文で触れる機会があり、読む訓練には事欠かないはずです。さらに一部の授業では、英語によるレポート

の提出を求められることもあります。意識して英語で書く経験を積んでみましょう。卒論を英語で書くことも一つの選

択です。少なくとも計画書を書くときには、英語で卒論を書くことも検討してみてください。 

 

 

〇問い合わせ先 

英文学コース1 (33号館503号室) 

電話番号 03-5286-3614 

メールアドレス englishcontact@list.waseda.jp 

 

みなさまの英文学コース進級を心よりお待ちしております！ 

 


