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授業内容＆シラバス 

 文学は、広い意味での共同作業です。人も作品も、時空を超えて縦横につながっており、個はその網

の目のなかでのみ光を放ちます。大切なのは、他者の言葉に耳を傾け、独りよがりの思考から抜け出し

て、自分自身を客観視する力を身につけることでしょう。そのための基本は、なによりもまず、作品を

丁寧に「読むこと」です。ジャンルは問いません。日本語で書かれたものであれば、批評でも、小説で

も、エッセイでも、詩でも、短歌でも、俳句でもかまいません。あるいは、そのようなジャンル分けを

取り払った読みを試みるのもいいかもしれません。当然のことながら、他国の文学作品の翻訳も、「日本

語の富」と見なします。 

 作品の読解や解釈は、ひとつではありません。また、これしかないという「正解」はありません。「読

むこと」には、終わりさえないのです。その終わりのない作業を限られた時間内でやろうとする以上、

無理も生じますが、ここでは、毎週、原則としてひとつの作品を取り上げ、時間が許すかぎり話し合い

ます。話し合いながら読み返す、といってもいいでしょう。そこからなにを引き出すかは、参加者の自

由です。 

 「読むこと」のあとに「書くこと」がやってきます。さらに言えば、「書くこと」のあとにも「読むこ

と」がやってくるのです。書き言葉による反応においても、形式を限定しません。ある作品への返答を、

書評や批評ではなく、小説や詩や短歌で表現してもいいのです。自分の言葉がどのように他者に届くの

か、あるいはどのように届かないのか。さまざまな試みを通じてそれを見きわめ、またつぎの読み書き

に生かしていく、その反復しかありません。そのような鍛錬をつづけていくうちに、やがて「読むこと」

と「書くこと」が混然一体となって、私たちをより高い次元の読み書きに引き上げてくれるはずです。 

 もうひとつ、このゼミでは、「決められた時間に仲間とおなじ空間を共有し、互いの言葉を交換する」

という、あたりまえの体験を重視したいと思っています。自分の担当が終わったらもう顔を出さなくて

もいい、他人の話は退屈だなどと考える方々は、残念ながら受け入れられません。単なる友だちづくり

や馴れ合いとは異なる、緊張感をもった連帯感がなければ、わざわざ集まる意味はないからです。 

 最後に、すぐ応用できるような読み書きの「技術」の習得とは無縁のゼミであることを、はっきり述

べておきます。なぜなら、読み書きには基本の反復と持続しかないからです。到達点はありません。あ

るのは通過点だけです。 

 また、その通過点のひとつとして、「ゼミ選考課題」や、夏休み明けに提出する「自由作品」、あるい

は授業内容に応じた短い批評文などを、ゼミ機関誌 L’ATELIER 304 にまとめています。編集作業はゼ

ミ生が行います。各年度の見本が文芸ジャーナリズム論系室に置いてあります。志望者は手に取ってみ

てください。 

担当教員 科目名 

 

堀江 敏幸 

批評・創作実践ゼミ１ 

副題：読んで書き、書いて読む 

プログラム：テクスト・文化批評 

1 
定員 

 

15名程度 
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授業実施曜日・時限（予定） 

 原則として、 

【3 年生】金曜 5時限に行なう。 

【4 年生】金曜 6時限に行なう。 

※3 年生は 5 時限、4 年生は 6時限に登録されますが、基本的には合同授業となります。したがって、

5時限と 6 時限とも、ゼミのために空けておく必要があります。 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書 

 ・2年春学期までの成績を参考にする 

 ・面接を行う 

 ・その他（下記参照） 

※６０００字のオリジナル「作品」（形式、テーマは問いません。ただし、詩の場合は４篇。短歌の

場合は、３０首「連作」を下限とします。韻文･散文の混合形式も可。他の演習、ゼミ、サークル

誌などへの既提出作品は認めません。 

※書式：Ａ４、縦書き厳守。 

※提出方法：My Waseda「申請フォーム」からゼミ申請を行う際に、併せてファイル添付 
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授業内容 

【3 年生】【4年生】 

 このゼミの目標は、文学が書かれ生産される現場（フィールド）において今まさに何が焦点となって

いるのかを考えながら、過去のさまざまな文学、批評、文芸理論、社会理論、哲学思想の言葉との対話

のなかで、みずから言葉を書き、文学を生産・流通させる実践的行為へと到達することだ。現代の文学

や広く言論・出版などの言葉の流通の場で通用する「書き手」や「読み手」を一人でも多く育てること

がその最終目的である。 

 したがってここでおこなうのはたんなる「文学研究」でも「解釈と鑑賞」でもない。このゼミが目指

すのは、あくまで現在の文学生産の場において新しい言葉の生産と流通に積極的にコミットしようとす

る開かれた社会的実践の作業なのであり、広い読者に読んでもらうための言葉を紡ぎ出す試みである。

それは一部のごく狭い業界にしか通用しない注つき論文を書く訓練をしたり、自尊心やナルシシズムを

満たすためにブログや日記の増殖にうつつをぬかすようなぬくぬくと閉じられた言葉の対極にある。 

 対象となる受講者は、小説、批評、評論、編集など広い意味でこうした開かれた言葉の実践の担い手

となる意欲を持つ学生である。だから、高校までの「作文」「小論文」などの経験はまったく役に立たな

い。あくまで自分や他者にとってこれまでにない新しい言葉を生み出したいと望む学生のためにこのゼ

ミはある。そのため、文章を書くこと
．．．．．．．

、読むこと自体が苦痛な学生には向かないので
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、登録の際は十分
．．．．．．．

注意すること
．．．．．．

。 

 授業は担当教員による講義、受講生各自による執筆・発表、全員による討論を軸としておこなわれ、

あわせてゼミ論文執筆に向けた個別指導がなされる。 

 

シラバス 

【3 年生】 

課題図書による発表・討論 

書評執筆 

小説・批評等の執筆・合評 

【4 年生】 

課題図書による発表・討論 

書評執筆 

小説・批評等の執筆・合評（ゼミ論指導） 

 

教科書 

【3 年生】 

教場で指示 

【4 年生】 

教場で指示 

担当教員 科目名 

 

貝澤 哉 

現代文学のフィールドワークゼミ 

副題：現代文学の動きを追うとともに、小説創作と批評を実践する 

プログラム：テクスト・文化批評 

 

2 
定員 

 

10名程度 
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参考文献 

【3 年生】 

教場で指示 

【4 年生】 

教場で指示 

 

評価方法 

【3 年生】 

発表・提出作品による 

【4 年生】 

発表・提出作品による 

 

※論系内の申し合わせにより、出席回数が 2/3を下回る場合単位を与えないこととする。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

原則としては【3年生】火曜 5時限、【4年生】火曜 6時限だが、 

5 限には 4年生も参加する形で演習をおこない、6限はゼミ論個別指導にあてる（授業を 6限まで延長す

る場合もあるので、6限に出席可能な態勢をとること）。 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書 

 ・2年春学期までの成績を参考にする 

 ・その他（下記参照） 

   ※小説あるいは批評（6000-12000字）を、ゼミ志望理由書とともに提出すること。 
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授業内容 

【3 年生】【4年生】 

木曜日の３−４限をつかい、学年を分けずに合同でおこなう。 

上級生がいるから発言をしない、おとなしくしている、というのは認めない。 

＊ 

言葉でないものをどう言葉で語っていくのかを考えてゆく。言葉でないものとは、諸芸術、あるいは「文

学」になる／ならない多様なことどもも含める。担当者が音・音楽を中心に思考しているため、音・音

楽への比重が高くなる可能性はある。そこに「文化」という切りこみがはいってくることもあるだろう。 

 

シラバス 

【3 年生】【4年生】 

４点をまわしてゆく。 

さまざまなテクスト（批評も小説・詩も）を読む。 

何らかの具体的な「言葉でないもの」に触れ、発表・ディスカッションをおこなう。 

英語の文章を読む（特に批評文）。 

そして、文章を書くこと。 

これらを同時併行的におこなってゆきたい。 

 

教科書 

【3 年生】【4年生】 

特に定めず、そのときどきで。 

 

参考文献 

【3 年生】 

小沼純一：サウンド・エシックス、平凡社新書 

 

評価方法 

【3 年生】【4年生】 

出席およびそのときどきでだされた課題。 

議論への参加度が低い場合、評価は当然下がる。 

欠席が多かった場合、無条件で単位をださない。 

 

ゼミ紹介 

かならずしも創作や批評、あるいは編集者に将来的になる必要はない。むしろさまざまなものに関心を

持ちつづけ、全方位的にアンテナを立てながら、生きていけるように。 

担当教員 科目名 

 

小沼 純一 

テクスト読解・批評ゼミ２ 

副題：言葉になるもの／ならないものをめぐって 

プログラム：テクスト・文化批評 

 

3 
定員 

 

10名程度 
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授業実施曜日・時限（予定） 

前記のとおり、木曜３・４限、合同でおこなう。 

 

 

備考 

本を読む、思考する、感覚をひらく、そうした習慣と意志を持たないものは希望してほしくない。 

＊ 

好奇心の・参加度の低さから「もうゼミをやりたくない」という教員に、「やっぱりゼミはおもしろい、

学生と接しているのがたのしい」とおもわせてくれる学生に来てほしい。 

＊ 

サークル活動を優先するようならゼミには所属しないように。 

＊ 

小説を読むのが好き、と、小説のことを／めぐって考えるのが好き、は違う。 

と同様に、音楽も、好きと考えるは違う。 

その意味で、諸芸術に対する関心はあるが、「好き」とはちょっと違うというスタンスを自らのなかに感

じるかどうか……。 

＊ 

音楽そのものに言及することは多くない。メタフォリカルには多用しても。 

＊ 

※論系内の申し合わせにより、出席回数が 2/3を下回る場合単位を与えないこととする。 

 

 

選考方法 

 ・ゼミ志望理由書 

・ 「自分の好きなことを好きなだけ書いてくる」文章を読ませてほしい。この「自分の好きなこと」 

とは「the things you like」ではなく「the things you want to write/talk」。その形式は自由だし、

長さも自由。くれぐれも「レポート」でしばしば指示される字数でヘンにまとまった文章を書いてこな

いように。 

 ・2年春学期までの成績を参考にする 

 ・面接を行う 
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授業内容 

このゼミでは、近代日本の文学の特色をメディアとのかかわりのもとに探究することを目的としてい

ます。ここで想定するメディアとは、雑誌・新聞・書物・映画・ラジオ・テレビなどです。こうした様々

なメディアを通じて、近代日本の文学がいかにして読者に伝えられてきたか、また、そこにどのような

問いを立てることが可能かを受講生とともに考えていきたいと思います。年間を通した授業カリキュラ

ムのなかでは、ゲストスピーカーを招いて特別講義を開催したり、受講者全員が小グループに分かれて

発表・議論し合う合同ワークショップなども行っています。各回の発表と議論を通して、各自が見出し

た問題に粘り強く取り組み、最終的にゼミ論にまとめていくことが目標です。 

 

シラバス 

4 月 ガイダンス 

5 月 調査・研究方法の検討、４年生のゼミ論報告 

6 月 3年生の調査報告 

7 月 3年生の調査報告 

10 月 4年生のゼミ論執筆演習 

11 月 4年生のゼミ論執筆演習 

12 月 3年生の調査報告 

１月 ゼミ論（4年生）・レポート（3年生）の提出 

 ※上記以外に、受講者全員参加の合同ワークショップとゲストスピーカーによる特別講義を適宜開催

しています。 

 

特記事項：２０１９年度は、文学研究科の塩野加織先生に代講をお願いする予定です。 

 

教科書 

授業時に指示します。 

 

参考文献 

授業時に指示します。 

 

評価方法 

※とくに、授業への参加状況（出席・ディスカッション）を重視します。 

【3 年生】授業への参加度・口頭発表内容・レポートによって評価。 

【4 年生】授業への参加度・口頭発表内容・ゼミ論によって評価。 

 

 

 

担当教員 科目名 

十重田 裕一 

塩野加織 

 

 

文芸研究・批評ゼミ２ 

副題：近代日本の文学とメディア 

プログラム：テクスト・文化批評 

4 
定員 

 

10～15名 
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履修モデル  

以下の講義・演習の受講を希望。 

「日本近代文学とマスメディア 1」 

「日本近代文学とマスメディア 2」 

「文芸ジャーナリズム論系演習（近代からの日本の文学 1）」 

「文芸ジャーナリズム論系演習（近代からの日本の文学 2）」 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

原則として、2学年合同で火曜 5時限にゼミを行ないます。ただし、授業内容によっては延長したり若干

の時間変更が生じる場合もありますので、必ず 6時限も出席可能な状態にしてください。 

 

選考方法 

 1）2年生春学期までの成績 

 2）ゼミ志望理由書 

3）面接 

近代日本の文化や社会に関心のある学生を歓迎します。今年度の採用は、10～15 名の定員を予定してい

ます。 
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授業内容 

【3 年生】このゼミでは、翻訳が解釈行為であるとともに表現行為でもあることを、実際の翻訳を通して

実感するとともに、先人のすぐれた翻訳との比較を通して、翻訳の工夫の仕方を学んでいきます。また、

翻訳をさまざまな面から考察するために、言語論・翻訳論も繙く予定です。さらに、海外で出版された

本が日本で翻訳され出版されるまでにどのようなプロセスを経ていくのかについて、エージェントや編

集者の話を聞いて知識を深めたいと考えています。 

テクストとしては、絵本や児童文学を使います。翻訳の際の使用言語は主として英語です。 

 

シラバス 

【3 年生】 

前期→翻訳出版と翻訳の歴史について、翻訳論、言語論などのトピックで参考書を決めて学びます。ま

た、さまざまな翻訳の比較を行います。担当者を決めて、発表と議論をします。 

夏休み→翻訳の課題に取り組みます。（３年生は、まだ日本で翻訳されていない絵本を自分で選んで、翻

訳に挑戦します。） 

例年、大学のセミナーハウスで１泊２日の合宿を行っています。（昨年はグループごとに映画の吹き替え

台本作りに挑戦しました。） 

１０月以降→それぞれが翻訳したテクストについて、互いに発表し、検討する場を設けます。 

翻訳出版に携わる社会人の方々（翻訳者、編集者、校閲者、エージェントなど）を随時お招きし、仕事

の内容について話をうかがっています。（1年間に 2〜4名） 

 

なお、４年次には、未翻訳の単行本の翻訳に挑戦します。 

 

教科書 

授業時に配布します。翻訳する絵本については、個々に購入してもらいます。（授業時に説明します。） 

 

参考文献 

授業時に指示。 

 

評価方法 

平常点及び課題によって評価。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

 金曜日の３限に 2学年合同の授業を行います。4年生になるとゼミ論の指導が４限に入る予定です。な

お、ゼミ論の指導を行わないときには、希望者を対象に、すでに翻訳出版されている絵本などを使った

勉強会をする予定で、これは 3年生も参加可能です。 

担当教員 科目名 

 

松永 美穂 

翻訳・批評ゼミ１ 

副題：翻訳しつつ、翻訳について考える 

プログラム：テクスト・文化批評 

5 
定員 

 

10名程度 
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選考方法 

 ・ゼミ志望理由書 

 ・2年春学期までの成績を参考にします。
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授業内容 

このゼミで主に扱う素材は「戯曲」です。戯曲は人工的に組み立てられ、「演技」という真っ赤なウソ

を通して、舞台上で上演されることを目指して書かれています。しかし、一度読んだくらいでは、その

物語の展開を追う程度のことしかできません。まずは上演のための設計図として、戯曲を読めるように

頭の回路を整理します。語るに足る戯曲であるならば、何度も丁寧に舞台を想像しながら読むことで、

その作品にほどこされた様々な仕掛けが見えてきて、その戯曲が醸し出す世界に対面することができる

はずです。そこで見えてくる「仮構世界」と「現実世界にいる私」の関係性を考えるのが、このゼミの

ひとつの目標です。 

 

具体的には、日本の現代演劇――ままごと（柴幸男）、五反田団（前田司郎）、マームとジプシー（藤

田貴大）、ハイバイ（岩井秀人）、範宙遊泳（山本卓卓）、飴屋法水ら――を中心に扱いますが、英米の 20

世紀の戯曲、アーサー・ミラー、テネシー・ウィリアムズ、ピーター・シェファーら、海外の戯曲を読

むこともあります。また毎年必ず触れているのが、近代演劇の流れの中では重要な位置を占めながら、

軽視されがちなソーントン・ワイルダーの戯曲群です。彼の戯曲はその内容といい、劇形式といい、「近

代」を逆照射するには格好のフィールドを提供し、日本の現代演劇にも影響を与えています。このゼミ

の興味は行き着くところ、読む者、観る者、聴く者に影響を与える「生」「ライブ」における「ことばの

力」という一点に絞られると思います。 

 

教室では、一編の戯曲を素材に何度も意見交換をしますが、その過程で、演劇史、文化史、あるいは

古典の知識を補充する必要が必ず出て来ますので、その折々に必要なことを調査していきます。最終的

には、各人がゼミの中で見出した問題と取り組んでゼミ論を書くことが目標になります。授業は基本的

に 3,4 年生合同で行い、ゼミ論文に関しては、発表以外、個別の指導をします。また、年に一度、演劇

の現場で活躍する演劇人をゲスト・スピーカーに招き、「演劇を巡る大雑談会」を催します。過去におい

ては、柴幸男、中野成樹、追手門学院高校の石井路子、マームとジプシーの藤田貴大、贅沢貧乏の山田

由梨を招いて語り合っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シラバス 

担当教員 科目名 

 

水谷 八也 

戯曲研究・批評ゼミ１ 

副題：「ことば」と「からだ」が交わるところを求めて 

プログラム：テクスト・文化批評ゼミ 

6 
定員 

 

10名程度 

2014 年度「大雑談会」のゲストは第 56 回岸田戯

曲賞に輝くマームとジプシーの藤田貴大さんで

した。 

 

2015 年度「大雑談会」のゲストは『わが星』で第

54 回岸田戯曲賞に輝くままごとの柴幸男さん、制

作の宮永琢生さんでした。 
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【春学期】3、4 年生合同で行い、素材として提示された戯曲を精読してきたことを前提に、意見交換、議  

論、必要な知識の補充、再び議論というサイクルを、異なった戯曲で 2 回繰り返します。春学期の最後 に、

3 年生は扱った戯曲から自分でテーマを設定して口頭発表を、4 年生はゼミ論の中間発表をします。 

 

【秋学期】3年生は春学期の最後に行った口頭発表をもとにして夏休みに書く小論文、エッセイをたたき

台として、関心をゼミ論文へと近づけていきます。同時に、ゼミ生全員に共通する演劇史、文化史の勉

強を継続します。そして秋学期の終わりに、ゼミ論の方向性を定め、準備の方法などを相談します。4 年

生は、夏休み後に 2回目の中間発表を行い、以後は個別指導とします。 

 

教科書  

授業の中で指示します。 

 

参考文献  

授業の中で指示します。 

 

評価方法  

★ 出席を重視します。 
ゼミ内での発言、口頭発表、提出物を総合して評価します。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

ゼミは火曜日。原則として、3 年生は 3 時限、4 年生は 4 時限ですが、シラバスに 示したとおり、

2 学年合同で、3、4 時限目連続で行いますので、3、4 時限目を出席可能 な状態にしておいてください。 

 

履修モデル 

個別に相談に応じます。 

 

選考方法 

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） ○ 

上記「その他」の内容： 

これまでに読んだ、あるいは観た芝居でもっとも興味を惹かれた作品の紹介と、自分がなぜ

惹かれたのか、その理由を自由形式で 2000字程度にまとめ、My Waseda「申請フォーム」から

ゼミ申請を行う際に、併せてファイル添付のこと。 

                                    以上 
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授業内容 

【3 年生】 

 小説を書く上で最も必要な基礎体力は、どれだけ多くの小説を読んでいるかにつきます。ですから、

春学期は、読むことを基本にしながら、各自、物語を構想してもらいます。これまでのやり方を二つほ

ど紹介すると、半期で読み終わりそうな（そうでない場合もあります）小説を、原則として、隔週で一

つの章ずつ読んでいき、一つの章を読み終わったら、各ゼミ生に、その作者になったつもりで次の展開

を考えてもらい、小説を読んでゆくのと並行して、各自の物語を完成させてもらいます。もう一つは、

短篇を読んだあと、翌週、その短篇にちなんだ課題をやってきてもらい、各自、発表してもらいます。

課題は、たとえば、短篇の終わりに一章つづけるとすると、どういう章をつけるか、とか、読んだ短篇

の途中で、違う物語になり得る個所を探して、そこからどういう方向に自分の物語を展開するかを構想

してもらう、といったそのときどきで異なる課題を出します。それから、ゼミは４年生と合同ですから、

６限は、少し長いものを読みながら、意見を交換したいと思います。 

秋学期も、基本的には春学期と同じです。ただし、６限は、４年生の場合は、夏休みに仕上げた作品

（ゼミ論用の創作）を、さらに推敲していくため、個人面談をしながら書き換えてもらい、そしてまた

個人面談をして推敲を重ねてもらいます。ときどき３年生の面談をはさみ、夏の課題についてのコメン

トを伝えたり、通常の面談をします。 

【4 年生】 

 基本は３年生と同じです。ですから、５限から、授業に出てください。夏休みに、ゼミ論のもとにな

る創作をしてもらい、秋学期は、上記のように、６限をつかって、個人面談をしながら、各自の創作（ゼ

ミ論）を推敲してもらいます。面談は、毎週、何人かずつ行いますから、やってみた結果でどのくらい

の頻度になるか分かりませんが、かなりの頻度になると思います。 

 

シラバス 

【3 年生】 

 上記の授業内容に、シラバスに当たる部分がありますから、お読みください。基本は、春学期も秋学

期も、隔週で、小説を読むことと物語を構想すること（あるいは短い文章を書いてもらうこと）を交互

に行います。また、６限に読む作品は、授業がはじまってから決めたいと思います。 

【4 年生】 

 基本的に３年生のシラバスと同じですが、秋学期の６限を、個人面でのコメントと提案の時間に当て

たいと思います。 

教科書 

【3 年生】 

 文庫本になっているものは各自、用意。ほかはプリントをこちらで用意します。 

【4 年生】 

 文庫本になっているものは各自、用意。ほかはプリントをこちらで用意します。 

担当教員 科目名 

 

芳川 泰久 

批評・創作実践ゼミ２ 

副題：小説を読んで、物語を創る 

プログラム：テクスト 文化批評 

 

7 
定員 

 

1０名程度 
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参考文献 

【3 年生】 

 そのつど教場で指示します。 

【4 年生】 

 そのつど教場で指示します。 

 

評価方法 

【3 年生】 

 春学期も秋学期も、出席と授業中の取り組みによる総合評価。 

【4 年生】 

 春学期も秋学期も、出席と授業中の取り組みによる総合評価。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】 

 金曜日５限ですが、３、４年生合同で授業をおこなうので、５，６限をあけておいてください。 

【4 年生】 

金曜の６限ですが、３，４年生合同で授業をおこなうので、５、６限をあけておいてください。 

 

履修モデル 

特にありませんが、多くの小説を読んでおくことが望ましい。 

 

ゼミ紹介 

ゼミは参加した学生が作り上げるものです。毎年、雰囲気も違いますが、悪くはありません（そう思

っているのは、教師だけかもしれませんが）。実際の情報は、現ゼミ生に聞いていただきたい。見学は歓

迎です。 

 

備考 

ゼミ・ガイダンスに出てください。できれば、ゼミ以外の授業をとっておいてくれていると、どんな

教師かわかるので、不幸なマッチングは避けられるでしょう。 
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選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。 〇 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） ○ 

上記「その他」の内容： 

・ゼミ志望理由書（好きなテクスト（ジャンルは問わず）があれば著者・書名等を書き、これ

までの読書体験を書いておくこと。 

・2 年春学期までの受講科目と成績も参考にする。 

・面接は、希望者の人数に関係なく合同で行なう予定である。 

・2000 字程度までの文章（創作や批評）を提出すること。内容は自由。 

 My Waseda「申請フォーム」からゼミ申請を行う際に、併せてファイル添付のこと。 

 

以 上 
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概要＆シラバス 

 このゼミでは、ヴィジュアルな作品を扱います。ヴィジュアルな作品とは、絵画、写真、映画、版画、

風刺画、本や雑誌・新聞の挿絵、ポスター、さらには文字、そして書物、などなど。これに関わる文学

作品や批評も、当然対象となります。言葉とつきあうのも大変ですが、「見ることの自由と不自由」もま

た深いものです。 

 担当教員の専門研究テーマは、フランス近代絵画と批評、そして批評が掲載された雑誌、それを出し

た出版社、編集者です。絵画と映画については、特に愛好する作家名を挙げておきます。絵画は、クー

ルベ、ドーミエ、マネ、モネ、ドガ、ゴーガン、スーラ、そして、美術批評家ボードレールとフェネオ

ン。映画は、フランス及びヨーロッパではルノワール、ゴダール、トリュフォー、ロメール、リヴェッ

ト、ダルデンヌ兄弟、カウリスマキ、ギョーム・ブラック。アメリカ映画は、特にハリウッド 50年代の

フラー、レイ、ロージー。日本映画やアジア映画も自分なりに見ています。 

 ヴィジュアルな芸術が文学と違うのは、何よりも、美術館なり映画館なりに体を運んで見に行かなけ

ればならないことです。だからゼミ参加者にはまず、展覧会や上映の情報を自分でこまめに調べ、見に

行くという姿勢を望みます。幸い、今の東京に住んでいれば、そうした体験の場には事欠きません。偶

然の出会いこそ大切です。並行して、文献、研究書、批評を読んでゆくことで、そうした体験に徐々に

厚みが加わります。関連資料を読み、そして文章を書くことで、自分なりの嗜好を持ち、しかも謙虚な

観客になってほしいと思っています。 

 授業は、担当教員による講義、参加者全員による作品鑑賞、文献解読、発表、批評執筆、議論を軸と

し、他に随時課題提出を求めます。3年生は、ゼミ論のテーマを見つける時期と考えて下さい。基本的に

３・４年合同の授業とし、4 年のゼミ論に関しては、個別の指導も行います。 

 

 

 

 

評価方法 

 自分で積極的に作品を見る姿勢と、授業への取り組み、提出物などによる総合評価。 

 論系内の申し合わせにより、出席回数が 2/3を下回る場合は、単位を与えないこととする。 

 

 

 

 

授業実施曜日・時限（予定）  

 木曜日、３年は５限、４年は６限に登録されますが、合同で授業を行いますので、３年・４年ともに、

５限と６限の両方に出席する体制をとってください。 

 

担当教員 科目名 

 

北村 陽子 

 

テクスト読解・批評ゼミ３ 

副題：イメージの体験／研究／批評 

プログラム：テクスト・文化批評 

 

8 
定員 

 

10名程度 
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選考方法  

下記は 1次選考の場合であり、2次以降の選考については追って伝えます。 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。 ○ 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

上記「その他」の内容： 

 

 

 

以上 
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授業内容 

①「読むこと」が誰もに開かれたのが〝近代〟の特徴であったのに対し、「書くこと（作ること）」と「編

むこと」が誰もに開かれつつあるのが「訪れつつある〝近代以後〟」の特徴であることは、教える僕た

ち以上に教わるみなさんの方が、よく実感していることでしょう。「書くこと（作ること）」も「編むこ

と」も単にそれ自体として〝特別なこと〟ではもはやありえず、あらゆる言説が短い期間で浮かんでは

沈んでゆく――そのような環境下で、なお抜きんでた「書かれたもの（作られたもの）」と「編まれたも

の」はいかにありうるのか、そのようなものがありうる環境はそもそも構築できるのか、できるとすれ

ばどのように、などについて考えるゼミです。 

過去の価値観を検証し、それらの有為の点をただしく受け継ぎながら、現在時に適合したかたちにリ

ファインし新たなものを付け加えつつ、それが受容される環境自体をつくりあげてゆくこと。そのとき

「創作」と「批評」と「編集」とは分割不可能な、そのいずれでもあってどれでもないものとなります。 

 

② ですから、このゼミが求めるのは、「小説家になりたい」「批評家になりたい」「編集者になりたい」

等々という既存の枠組みに留まらず、その〝外〟に出ることが（僕自身も含めた人間たちがしばしば陥

りがちな、無知と無自覚ゆえに既存の枠組みや先行者を批判しそうすることで自己を肯定する手段とす

る尊大によってではなく、かといって単に過去のみを是とするのでもなく、先行するいずれもをよく知

り尊重し、知ってなお自分が〝無知〟でしかありえず、かつどうやっても既存の枠組みに収まることし

かできない無力を直視したうえで、それでも）必要だと考えるような学生、ということになります。 

ここで言う〝外〟とは、ただ新しいもののことでも、安直に過去を否定することでもありません。従

来の「文学」や「メディア」を捉え直し、その本質と可能性について考え、今日的な環境下でそれがど

のようにありうるのか、また更新されうるのか、を検討することにほかなりません（副題の「２１世紀

の（文学）をつくる」は、本来は文学に消し線が入っているのですが、システム上表示できないとのこ

となので、カッコで括ってあります）。 

 

③ では、実際になにをするのか。 

あらかじめ言えば、このゼミ自体が、そこに加わるみなさんと同様に、②の冒頭のような「〝外〟に

出る」ことを目的に持っています。ですから、〝「そこでなにが行われるべきなのか」「どうすることで

目的が達成されるか」を探すこと自体がゼミの目的である〟というトートロジーを出発点に、その探索

のために過去の作品（あくまでも、広義の「テキスト」をフィールドとすることだけは決めておきます）

を参照し、批評し、その先にある未到のテキストについて考え、ときに書き、そしてそれらが伝わり生

きてゆくためのメディアや環境＝社会について考え、実際にそれをつくりだしてゆく（ためには何が必

要かを議論する）……という一連の運動のための〝あらゆること〟をする、ということになります。 

より具体的に言えば、批評理論を学び、それを援用して批評を書き、ときに先行して第一線で活躍す

る書き手／作り手／広げ手たちの話を聞き、人によってはそれらの結果としての創作を行い（卒論とし

て小説は原則認めませんが、副論文としては可です）、紙あるいは電子の書籍を作り、それを広めるため

担当教員 科目名 

 

市川 真人 

編集と批評ゼミ 

副題：21世紀の（文学）をつくる 

プログラム：  

11 
定員 

 

約 10名 

担当教員 科目名 

 

市川 真人 

編集と批評ゼミ 

副題：21世紀の（文学）をつくる 

プログラム： 編集・ジャーナリズムプログラム 

 

9 
定員 

 

約 10名 
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の手段についてフィールドワーク的に街を、あるいは電子の世界を歩く……ということです。 

 

④ もちろん、二十歳そこそこのみなさんに、そのすべてをいまできることはしません（担当教員だっ

てむろんすべてを持ってなどいません）。ゼミに与えられた時間も、そのすべてを満たすには足りません。

ですから、二年間でそれらがすべて手に入り、達成されることも九分九厘ないでしょう。現実的には、

年間に何冊かの（比較的固い）思想書や哲学書を読み、ゼミ合宿などで小説などのコンテンツを論じ、

並行して「理想のメディア」について考えかたちづくってゆく、ことになります。 

けれどもそれは、このゼミが目指すところの（みなさんに目指してほしいと思うところの）ごく一部

でしかありません。ゼミを終え、大学生活を終えても続く、十年単位の、あるいはみなさんの人生の全

期間の、もしかするとそれぞれの人生ひとつでは収まらないスパンの歩みの、最初の一歩となる二年間

だと捉え、そのつもりできてくれるひとを求めます。なお、2019 年度から、卒業生との協働プロジェク

トを視野に、開講日を木曜日から土曜日に移動しました。 

 

【参考１】過去 2 年間の所属学生たちが自主制作したゼミ紹介 VTR が下記にアップされています。もち

ろん、これもあくまで「メディア＝表象」のひとつであり、すべてが正確なわけでもなければ、すべて

を網羅しているわけでもありません。 

2014 年度 https://www.youtube.com/watch?v=mygWVG6Eq0U&t=1s 

2015 年度 https://www.youtube.com/watch?v=SdLKJ6TLDbM 

2017 年度 https://youtu.be/bdnyQfRXD8s 

【参考２】過去ゼミで扱った主な書物（論考）は、柄谷行人『探究 1』『マルクスその可能性の中心』、東

浩紀『動物化するポストモダン』『ゲーム的リアリズムの誕生』『一般意志 2.0』、吉本隆明『マス・イメ

ージ論』『ハイ・イメージ論』、大塚英志『物語消費論・改』、ジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』

『消費社会の神話と構造』、リチャード・ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』、マーシャル・マクル

ーハン『メディア論』、ハイデッガー『存在と時間』等。 

【参考３】過去 4 年間の進路・就職先：IT 系メディア、印刷会社、SE、介護施設、書籍取次、新聞社、

ソフトハウス、大学院、テレビ局、留学、流通、広告代理店、出版社、公務員、教育、WEBサービス、コ

ンサルティング等 

 

授業内容 

【3 年生】基本的には「学ぶ」期間です。課題図書を読み、発表と討議を行います。 

【4 年生】グループまたはゼミ全体で、「理想のメディア」を継続的に議論・試作しつつ（任意の 3 年生

も参加します）、メディア論あるいは作品批評、現代思想などのカタチで、各自のゼミ論文を執筆します。 

 

シラバス 

【3 年生】ゼミの授業内で随時伝達します。 

【4 年生】ゼミの授業内で随時伝達します。 

 

教科書 

【3 年生】ゼミの授業内で随時伝達します。 

【4 年生】ゼミの授業内で随時伝達します。 

https://www.youtube.com/watch?v=mygWVG6Eq0U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SdLKJ6TLDbM
https://youtu.be/bdnyQfRXD8s
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参考文献 

【3 年生】講義内で多数指示します。一冊でも多くを読むことが求められます。 

【4 年生】講義内で多数指示します。一冊でも多くを読むことが求められます。 

 

評価方法 

【3 年生】出席状況、発表内容、議論等での平常点、提出物など。 

【4 年生】出席状況、発表内容、議論等での平常点、共同制作物、各自のゼミ論文など。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】土曜 4限 

【4 年生】土曜 5限 

注記：3 年生は 4 限、4 年生は 5 限に登録されますが、合同で授業を行う場合が多くあるので（4 限で主

として批評と哲学を、5 限で主としてメディアを扱います）、3 年時・4 年時共に 4 限と 5 限どちらも出

席可能な体制をとってください。ほかに、夏休みに 2 泊 3日、春休みに 1泊 2 日のゼミ合宿があります。 

 

履修モデル 

担当教員による講義科目「編集論 1」「編集論 2」を 1 または 2 年時に受講済、または 3 年時に受講する

ことが望ましい。 

 

備考 

ゼミ生には、勤勉ないしは熱心であることが求められますが、それだけでよいということでもむろんあ

りません。多少怠惰でも圧倒的な才能や発想力を持つことも、ときには（あくまで「ときには」ですが）

歓迎されます。選考は、現時点での読書量や学力、やる気と伸びしろ、明確な目的意識のいずれか（も

しくはその複数）を参考に行います。就活での欠席は、病欠やサボりと同じ、単なる欠席として扱い、

公休にはなりません。3年時を終えた履修状況で、ゼミ履修の継続について協議する場合があります。 

 

選考方法  

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） 〇 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 〇 

３ 面接を行う。 〇 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） 〇 

上記「その他」の内容：4000 字以上の、任意の文章（創作・評論・随筆などジャンルは問わな

い）を、MyWaseda「申請フォーム」からゼミ申請を行う際に、併せてファイル添付のこと。書

類および一回目の面接で選考を行ったうえで、必要に応じて二回目の面接を行う。 

以上 
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授業内容 

２０１８年度の春学期の内容は以下のとおり。 

（１） ウォーミングアップで永井荷風の『日和下駄』を読んでもらいました。 

（２） シゲマツが「街の候補」をいくつか出して、学生たちが興味を惹かれた街ごとにグループを組ん

で、取材・執筆をしました。発表は一人２回（来年は３回にしようと思っています）。「街を意識

的に歩くこと」を体感してもらう狙いです。学生諸君は、班ごとに趣向を凝らし、また親睦を深

めつつ、「街の歴史や地理」にかんするレポートと、その街を舞台にした散文を発表してくれまし

た。新大久保を歩いた班は多民族の街と宗教についてレポートしたり、赤羽を歩いた班は団地の

「地層」についてレポートしたりして、なおかつ、飯田橋・水道橋班の散文は「全員の登場人物

が、他の作品にも登場する」という縛りをつけたり、神保町ではリレー小説に挑んだり、代官山

は「作品で使うキーワード」を出し合ったり……と、好き勝手に、でも真摯に、ライバル意識を

出しつつ、みんながんばりました。 

（３） 春学期の期末レポートでは「夕陽」をテーマに自由な散文を書いてもらいました。もちろん、舞

台の街だけはきっちりと、リアルに描写してもらっています。 

（４） 夏休みには２泊３日の合宿をおこないました。このシラバスを書いている時点では、まだ行って

いませんが、三浦半島です。横須賀、浦賀、逗子、久里浜など三浦半島の中で自分が興味を惹か

れた街を歩いて、秋学期の始まるまでに作品に仕上げてもらうつもりです。その際の縛りは「バ

ディ（相棒）ものの話にすること」。三浦半島にしたのはゼミ生の多数決です。つくばとか、熱海

とか、シゲマツからいくつか候補を出した中で選んだのです。こういうところでは、基本的には

ゼミ生の興味・好奇心を最優先するつもりです。 

（５） 秋学期は、「移動」「スピード」をテーマに、そろそろグループではなく個人で動いてもらおうか

な、と思っています。秋学期も作品の発表は２、３回あるでしょう。 

（６） 彼ら（皆さんの先輩）が４年生になったら、しっかりとゼミ論のテーマを見つけて欲しいので、

冬休みや春休みにも課題を出します。だから、わりと書かなきゃいけないものが多いゼミです。 

（７） また、少しでも「現場感覚」のあるゼミにしたいと思っています。たとえばこの８月には、シゲ

マツが書いた小説を原作にした映画のロケ見学をやる予定です（もちろん自由参加）。ただし、現

時点で、来年のドラマ化・映画化の話はありません。そこはあまり期待しないように。でも、「現

場感覚」の味わえるフィールドワークは随時考えます。 

（８） ３年生の春学期のゼミで一番うれしかった感想は「街を歩いてみたら、坂道の多さにびっくりし

ました」「団地の時間的な地層を実感しました」でした。歩いて、書いて、読んで、論じて、また

歩いて、書いて、読んで、論じて……のゼミだと思ってください。映画を撮っているゼミ生は、

中野を舞台にした映像付きの長編エッセイを発表しました。それも「あり」です。 

 

 

 

担当教員 科目名 

 

重松 清 

ノンフィクション・創作ゼミ 

副題：街を読む、街を描く 

プログラム： 編集・ジャーナリズムプログラム 

10 
定員 

 

１０名程度 



22 

 

シラバス 

授業内で随時、お伝えします。教場での発表や、短いレポート提出が複数回あります。また、夏休み明

けと冬休み明け、さらに４年次に進級する前に、それぞれ「作品」を提出してもらいます。 

また、皆さんのゼミ加入が決まったあと、４月からの授業開始までに、ガイダンスをおこないます。 

 

教科書 

授業内で随時、お伝えします。 

 

参考文献 

授業内で随時、お伝えします。 

 

評価方法 

出席状況、発表内容、議論等での平常点、提出物など。提出物の出来映えは大きなポイントですが、な

により、まずはとにかく出席（参加）すること。論系内の申し合わせにより、理由の如何にかかわらず、

出席回数が３分の２を下回る場合は、単位を与えないこととします。就活での欠席にも、特別な配慮は

しません。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

土曜日４限・５限 

３年生は４限、４年生は５限に登録されますが、合同で授業を行いますので、３年生・４年生ともに、

４限と５限の両方に出席できるようにしてください。 

 

備考 

 世代や時代を特権的なものとして語ることには、慎重でありたいと思っています。 

 しかし、２０１９年の天皇の生前退位（と改元）と２０２０年の東京五輪とを（そして、この数年で

世界もさらに大きく揺れるでしょう）、「若者」として体験する巡り合わせのもとにいる学生諸君に対

して、５０代後半の僕は羨望の念を禁じ得ません。 

 同時に、僕は「ノンフィクションの時代」と喧伝されていた１９８０年代前半を「若者」として過ご

し、いま、「ノンフィクションは終わった」と言われる時代に教壇に立っています。 

 オルタナ・ファクトの時代に、フェイク・ニュースの時代に、ＳＮＳの時代に、文章表現としてのノ

ンフィクションは、あるいはテレビのドキュメンタリーは、どこまでの力を持つのか。 

 本業である小説と同じ、いや、ココロザシとしてはそれ以上の重心を置いてノンフィクションやドキ

ュメンタリーに取り組んでいる（つもりの）僕は、学生諸君にぜひ問いたいのです。 

「きみの目に、いまの東京はどう見えていますか？」 

「きみの耳に、いまの東京を描いた小説やノンフィクションやドキュメンタリーは、どこまでリアルに

響いていますか？」 

 新３年生の諸君は、２０１９年度・２０２０年度を本ゼミで過ごすことになります。東京五輪の「祭

りのまえ」「祭りのさなか」「祭りのあと」の東京を、そして「平成」から次の元号に変わる日々を、

若い感性を羅針盤にして、存分に歩き、見つめ、小説でもノンフィクションでもいいから、きみたち自

身の言葉で描いてください。 
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 そのためには、授業時間の枠からはみ出した「街を歩く」ことも欠かせません。それを負担と感じる

学生には当ゼミは不向きです。また、街とは、そもそも「雑なるものが集まった空間」です。僕が愛し

てやまない雑誌やテレビというメディアは、まさに擬似的な街。そうなると、東京という街をめぐって

他者の意見や知見、着眼、関心、価値観などが寄り集まる場であるゼミの議論は、いわば編集会議にな

るわけです。その時間を軽んじてしまう、すなわち「ひとの話なんて聞きたくない」「自分ファースト」

という学生には、当ゼミは不向きであることを明言しておきます。 

 最後に、評価方法の項目でも明記してあるとおり、出席は重視します。就活にも、申し訳ありません

が特別の配慮はしません。議論への積極的かつ建設的な参加も求めます。厳しい批評は必要ですが、ケ

チをつけるだけではいけない。編集会議はあくまでも生産的な場であるべきなのです。３年次での出席

状況・議論への参加状況によっては、４年次でのゼミ継続について相談させてもらうこともあります。 

 それらを踏まえたうえで、当ゼミを志望する諸君には、「このタイミングで大学生だった」「このタ

イミングで重松清が早稲田に出講していた」という巡り合わせを堪能してください。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。 ○ 

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） ○ 

上記「その他」の内容：実在の街を舞台にしたルポルタージュ、エッセイ、掌編小説などを、

４０００字〜６０００字で書いてください。ジャンルは不問ですが、まず、どんな街を舞台に

選ぶかを大きな評価軸にします。つまり問題意識やセンスです。また、書き手が実際に街を歩

いた「足」が窺えて、その街を感じ取る「目」や「耳」や「鼻」が駆使されたものを歓迎しま

す。要するに、アタマの中だけで書いちゃダメだよ、ということ。MyWaseda「申請フォーム」

からゼミ申請を行う際に、併せてファイル添付してください（ワードかテキストで）。書式はＡ

４縦書きを厳守。 

 

以 上 
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授業内容 

【3 年生】 

このゼミは、翻訳（とりわけ文芸翻訳）について考察し、これを実践する場となります。翻訳するた

めには、まず、原文をていねいに正確に読むことが必要です。ことばの意味やリズム、原文から聞こえ

てくる「声」に正確に聞き届けなければなりません。そしてその上で、この「声」を別の言語（このゼ

ミの場合は日本語ですが）に移し替える。原文が伝えてくるものを、意味はもちろん雰囲気も含めて、

可能な限り忠実に反映した表現を見つけ出さなくてはなりません。 

このように翻訳においては、読むことと表現することが密接不可分に結びついています。翻訳すると

は、そのつど読むことと書くことを学ぶことだと言ってもよいかもしれません。創作行為の根幹をなす

行為が、読むことと書くこと（当たり前ですが）であることを思えば、翻訳を学ぶこと・実践すること

が、創作活動に深い関心を持つ者に非常に多くの大切なものを与えてくれることは明らかだと思います。 

 

 

シラバス 

【3 年生】 

前期は、教師が選んできた文芸作品の翻訳の一部を、原文と付き合わせながら、ゆっくりていねいに

読んでいきます。そして原文がどのように解釈されているのか、訳文にはどのような工夫がなされてい

るかといった点に注意しながら、その翻訳について（もちろん作品そのものについても）話し合います。 

後期は、教師が選んできた外国語の文芸テクスト（主に英語で書かれた小説やエッセイの一部あるい

は全体）を受講生全員が翻訳します（ということは、毎回課題が出ます）。そして受講生の提出した訳文

サンプルのうちから毎回、２つか３つほど選び、それらを叩き台に全員で議論しながら、よりよい訳文

とは何かについて考えます。 

そんなわけで、毎回課題をやって来て、毎回ゼミでの議論に参加することが必要になります。 

 

教科書 

【3 年生】 

授業時に指示。 

 

参考文献 

【3 年生】 

授業時に指示。 

担当教員 科目名 

 

（新規嘱任者） 

翻訳・批評ゼミ２ 

副題:翻訳しながら、読むことと書くことを学ぶ 

プログラム：テクスト・文化批評 

11 
定員 

 

15名程度 
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評価方法 

【3 年生】 

平常点及び課題によって評価。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】金曜 3限に行なう。 

 

選考方法  

 

項 選考方法 実施の場合は「○」 

１ ゼミ志望理由書（必須） ○ 

２ 2 年春学期までの成績を参考にする。 ○ 

３ 面接を行う。  

４ 抽選による。  

５ その他（別途提出物を求めるなど） ○ 

上記「その他」の内容： 

課題提出 

※約３頁の英文テクストを日本語に翻訳すること。 

※書式：Ａ４、縦書き厳守。 

※課題文の受け取りと提出先：文芸・ジャーナリズム論系事務室（開室時間に注意） 

 

以 上 

 


