
授業科目名 subject
〔英文名〕

Japan－Modern Japanese literature and the formation of identity－ 日本－日本
文学とアイデンティティーの形成－

対象学生 International students and Japanese students

単位　credit ２単位（２ Credits）

学期　semester 後  期（IⅠ Semester）

曜日 day　時限 period 火曜日（Tue）　5･6（12:40～14:10）

授業形式
class format

Lectures and discussions held face to face for students in Japan joined via
Microsoft Teams by students who are living abroad.

担当教員（所属学部）
lecturer (faculty)

サワダ　ハンナ　ジョイ（国際連携本部）
Hannah Joy Sawada　 （Dept. of Int. Education and Collaboration）

授業としての具体的到達
目標
goal of the class

○日本の文明・文化に関する見識を深めること
To gain deeper knowledge of Japanese culture
○日本の文明・文化に関する知識を活用して，日本および諸外国の歴史や現状，展望に
ついて理解すること To utilize this knowledge in order to better understand the
history, current affairs and prospective developments of Japan and other
countries.

授業の概要
course description

In this course we will examine the lives and works of modern Japanese authors
whose writings illuminate the formation of Japanese identity.
In addition to discussing assigned texts and examining related resources, we
will view screen versions of selected works.近代文学に反映されている日本人のア
イデンティティの形成を考察します。テキストに関するディスカッション、関連資料の
解読に加え映画を鑑賞することを通して作品の理解を深めます。

授業の内容予定
schedule of the class

Session 1: Introduction
Sessions 2～4: The Broken Commandment 『破戒』
Sessions 5～6：Foreign Studies 『留学』
Sessions 7～9：No Longer Human 『人間失格』
Sessions 10～11：A Personal Matter 『個人的体験』
Sessions 12～14：Deep River『深い河』
Session 15: Final reflections
(This schedule may be altered to accomodate circumstances)

成績評価方法及び
採点基準
method of evaluation

Evaluation will be based on written assignments.
評価は提出された課題に基づいて行なわれます。

準備学習（予習・復習）
等の内容
preparation for class

Students will be required to read excerpts from literary works and prepare for
the discussions which will be held at each session.
学生は作品からの抜粋を読み、毎回行なわれるディスカッションの準備をします。

教材・教科書 text
Handouts will be provided.
資料を配布します。

参考文献 references N/A

留意点・予備知識
remarks

Students will be asked to share their ideas and respond to other students'
contributions during discussions.　学生は自分の考えを共有し、他の学生の発表に
対するコメントが求められます。

授業内容に関する質問・
疑義等
Office Hours

Office hour:　Tues 9・10 (16:00-17:30)by appointment.

Eメールアドレス・HPア
ドレス　E-mail
address・HP address

hannah@hirosaki-u.ac.jp

授業形態及び授業方法
Class form and method

Classes will be held bilingually, in Japanese and English. However students
will be asked to explain their ideas as far as possible in English, in order
to make themselves understood to other members of the class who have not yet
acquired a high level of Japanese.
授業は日本語と英語の両方で行ないます。しかしまだ日本語のレベルが高くない参加者
が理解できるように、学生の発表はできる限り英語で行ってもらいます。

その他　other
Class capacity: 20
定員：20名
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