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【作品研究とは何か】  

 幻影論ゼミは、＜作品研究＞を行なうゼミです。テレビドラマ・演劇・映画が主な研究対象となります

が、メンバーの関心に応じて、小説・アニメ・マンガ・写真など多様なジャンルの作品も取り上げます。 

 作品研究とは、初めてその作品に出会ったときの驚きや感動、違和感、怒りなど、自分自身の素朴な

心の動きを見つめることからスタートして、作品をできる限り豊かに味わうために作品を考察する作業

です。私たちが１回きりの作品鑑賞で受け取ることのできる情報量は限られています。作品研究は、作

品を繰り返し読む／視聴することを通じて、1回目の鑑賞で受け取り損ねた要素を改めて発見し、その発

見を手がかりに作品を多角的な視点から分析し、より深く考察し、言語化する行為です。芸術家は言語

で表現できないものを作品として提示します。だから作品研究とは、言語で表現できないものを言語化

するという無謀な試みであり、その意味で作品とのバトルでもあります。そうしたバトルを通じて、一

つの作品についてまったく新しい見方ができるようになるでしょう。 

 作品研究の目的とは、作品をできる限り豊かに理解し、正当に評価することにあります。こうした作

業を通じて、世間一般の評価とは異なる評価軸で優れた作品に新たな光を当てることが可能になるはず

です。また、各自の作品の見方を鍛えることにより、作品を細やかに感じ取る力や想像力を養い、作品

を初見で深く鑑賞しうる力を養うことも目指します。 

 作品はただ楽しめばいい、それ以上の解釈はこじつけや無駄な深読みであると思う人にはこのゼミは

向きません。もちろん作品を楽しむのは素晴らしいことです。けれども、ただ楽しんだだけの作品の印

象と、作品と格闘し深い分析を経た後で見えてくる作品像はまったく違うものになるでしょう。それは

感動的な体験です。その体験をしてみたいと思う人を、幻影論ゼミでは歓迎します。 

 

【過去にとりあげた作品（例）】 

●2019 年度：  野木亜紀子『獣になれない私たち』（演出の水田伸生さん来ゼミ）、ティム・バートン『ビ 

ッグ・フィッシュ』、『トイ・ストーリー』（夏合宿） 

●2018 年度：  マクドナー『スリービルボード』、『ピローマン』、山田太一『岸辺のアルバム』 

●2017 年度：  小津安二郎『東京物語』、北川悦吏子『ロングバケーション』、ベケット『新訳 ゴドー 

を待ちながら』、『コープス・ブライド』（夏合宿）、スパイク・ジョーンズ『her』 

●2016 年度： グザヴィエ・ドラン『Mommy』、夏目漱石『こゝろ』、宮崎駿『となりのﾄﾄﾛ』（夏合宿） 

●2015 年度： 前川知大（劇団イキウメ）『聖地 X』（前川さん来ゼミ）、細田守『時をかける少女』（夏

合宿）、イニャリトゥ『バードマンあるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』 

●2014 年度： キューブリック『時計仕掛けのオレンジ』、野田秀樹『半神』、宮崎駿『崖の上のポニョ』

（夏合宿）ベケット『クワッド』（演劇博物館でパフォーマンス映像上映） 

いとうせいこう『想像ラジオ』、岩井秀人（劇団ハイバイ）『て』（岩井さん来ゼミ） 

●2013 年度： 吉田大八『桐島、部活やめるってよ』、宮崎駿『風の谷のナウシカ』（夏合宿） 

寺山修司『毛皮のマリー』（演劇博物館ギャラリーでリーディング公演） 

岡田惠和『泣くな、はらちゃん』（河野 P 来ゼミ）、澤井信一郎『Ｗの悲劇』 

●2012 年度： 松井周『自慢の息子』（みんなで観劇＋作品研究＋松井周さん来ゼミ） 

ゴダール『気狂いピエロ』、クリストファー・ノーラン『インセプション』 

宮沢章夫『トーキョー／不在／ハムレット』、渡辺あや『その街のこども』 

●2011 年度： イーストウッド『ヒアアフター』、柴幸男『わが星』、ベケット『エンドゲーム』 

岡崎京子『ヘルター・スケルター』、木皿泉『Ｑ１０』、フェリーニ『8 ½』、 

●2010 年度： 木皿泉『すいか』、スパイク・ジョーンズ『マルコヴィッチの穴』 

チャーリー・カウフマン『脳内ニューヨーク』、宮崎駿『ハウルの動く城』（夏合宿） 

シュヴァンクマイエル『アリス』、西荻弓枝／堤幸彦『ケイゾク』 

●2009 年度： 宮藤官九郎『鈍獣』、ヒッチコック『裏窓』、黒沢明『羅生門』、今敏『パプリカ』 

 

草原 真知子 

デジタル・メディア論ゼミ 

副題：デジタル文化とメディア表現 

プログラム：メディア論 

 

15名 

担当教員 科目名 

 

岡室 美奈子 

幻影論ゼミ 

副題:作品研究：テレビ・演劇・映画を中心として 

プログラム：メディア論 

 

1 
定員 

 

15名 
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【ゼミの特徴】 
◆活気のあるゼミらしいゼミです。 

◆このゼミでは、とくにプレゼンテーションの仕方と論文の書き方を洗練さ   

せることを重視します。また、ディスカッションを盛り上げる工夫をします。 

◆3 年生と 4 年生の相互交流が活発です。年１回のゼミ総会では OB・OG を招い

て就活へのアドバイスをもらったり会社の話を聴いたりして、交流を深めます。 

◆合宿では、例年、幻影論ゼミ名物＜映像制作＞を行なっています。 

オリジナル脚本で、監督・編集もゼミ生が担当します。 

◆ゼミ論集『ELEPHANTOM』（エレファントム）を発行しています。 

◆例年、テレビ局や劇団など、制作／創作現場からゲストをお招きしています。 

◆就職状況はきわめて良好。就職先は、テレビ局や制作会社、広告代理的、出版社、

メーカー、IT 関連など、多種多彩です。 

     

【評価】 
出席率＋研究発表＋ゼミへの貢献度＋ゼミ論を総合的に評価します。 

 

【参考文献（3・4 年生共通）】 
岡室美奈子監修『大テレビドラマ博覧会』早稲田大学演劇博物館 

岡室美奈子他編『ベケットを見る八つの方法――批評のボーダレス』水声社 

岡室美奈子他編『サミュエル・ベケット！―これからの批評』水声社 

岡室美奈子他編『六〇年代演劇再考』水声社 

岡室美奈子編『知の劇場、演劇の知』ぺりかん社 

今野勉『テレビの青春』NTT出版 

長谷正人『敗者の想像力―脚本家山田太一』岩波書店 

多木浩二『眼の隠喩』青土社 

高山宏『目の中の劇場――アリス狩り』青土社 

港千尋『映像論――「光の世紀」から「記憶の世紀」へ』ＮＨＫブックス 

ジョナサン・クレイリー（遠藤知巳訳）『観察者の系譜─視覚空間の変容とモダニティ』以文社 

フリードリヒ．キットラー（石光泰夫訳）『グラモフォン、フィルム、タイプライター』筑摩書房 

 

【授業実施曜日・時限】 

◆3 年生：木曜 5 時限。春期は 4 年生と合同としますが、秋期は基本的に 3 年生のみで行います。 

◆4 年生：木曜 5 時限に 3 年生と合同ゼミ（春期）、6 時限にゼミ論指導（通年）を行ないます。 

※3 年生にも 6 限に参加してもらうことがあるので、3・4 年生とも、木曜 5 限、6 限には 

他の授業を入れないでください。 

 

【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。 

◆上記とは別に、1～2 名を「一芸」選考により採用する。 

※映像の撮影・編集ができる、脚本が書ける、写真がうまい、 
 雑誌編集ソフトが使える、絵・グラフィック・デザイン・漫画が得意、 
 特技がある、超能力がある、宴会・合宿が得意、などなど 
 一芸をアピールしたい人は、面接当日、作品や能力を証明するものを持参し、 

面接時に申し出ること。 
 
＜選考のポイント＞総合評価方式ではなく、上記のどれかでキラリと 
光った人をとります。成績が輝かしい人、志望理由書が面白い人、 
面接で印象深かった人、一芸が冴えていた人、すごく◯◯な人、 

などなど。                            
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授業内容 

【3年生】写真、映画、テレビといった映像メディアが社会をどのように形作ってきたのかを、そして映

像メディアの側がいかに人びとの欲望に規定されてきたのかを、メディア史・メディア論、社会学、都

市論などの文献を中心に勉強する。その後で、メディア研究に関する共通の研究目的をたてて、共同で

調査・研究を行う。 

【4年生】３年生で行った共同研究の成果を踏まえた上で、個々人が自分の関心のあるメディアと社会に

関わる独自の卒業研究テーマを立てる。授業では、互いの研究を報告しあって議論を行う。 

 

シラバス 

【3年生】 

春学期 メディア史、メディア論、文化社会学に関する基礎知識を文献を通して学習する。続いてゼミ

共通の研究テーマを立てて、グループに分けて分担を決め、調査・研究を行う。 

秋学期 グループごとの研究成果をゼミで報告し、そのときに議論を下にして報告書を作成する。 

 

１期生テーマ「ＮＨＫのドキュメンタリー番組に関するやらせ事件の研究」 ネパールのムスタン王国

を取材したテレビ番組に起きた「やらせ事件」を取り上げて、さまざまな視点から分析した。 

２期生テーマ「ディズニーランドの考古学と考現学」ディズニーランドの客たちがどのように遊園地を

楽しんでいるかを、その行動の軌跡を地図化することで明らかにした。 

３期生テーマ「メディアにおける投稿文化の研究」新聞やラジオへの投書、動画投稿サイトや食べログ

やツイッターなどインターネット上の投稿、など投稿文化を多角的に分析した。 

４期生テーマ「テレビ ある平凡な３０分」2012年 11 月 14日の午前 11時と午後 11時からの 30分を全

局録画して、番組単位ではなく、テレビショッピングとＣＭ、料理の扱われ方などの視点から分析した。 

5 期生テーマ「盛らせ場・お台場」お台場が、フジテレビというテレビ局のイメージなしには盛らすこと

ができない特異な盛り場であることを、メディアと都市の両方の視点から調査して明らかにした。 

6 期生テーマ「駅ナカ消費物語」鉄道移動の通り道にすぎなかった「駅」が、いま資本主義的開発の対象

となって、きれいにデザインされた店舗を並べている。そうした駅のメディア的変容を探った。 

7 期生テーマ「人はなぜ写真を撮るのか」人間は、日常生活のコミュニケーションのなかでは自分たちの

写真を、いかに、なぜ、どのように撮ってきたのかを考えた。 

８期生テーマ「マツコデラックス研究」女装・同性愛者・デブというあらゆるマイノリティ性を持った

マツコの番組を分析することを通して、いまテレビ・メディアが陥っている困難を裏側から分析した。 

9 期生「素人出演番組の研究」いまテレビ番組のなかで大きな位置を占めている「ドキュメント 72時間」

「家ついて行ってイイですか？」などの素人出演番組を研究した。 

10 期生「ＣＭの生態学」あるテレビ局が、どのような時間帯に、どのような業種の、どんなＣＭを流し

ているかを、特定の 48時間にわたってすべて録画し、分析した。 

 

 

担当教員 科目名 

 

長谷 正人 

メディア社会論ゼミ 

副題： 

プログラム：メディア論 

 

2 
定員 

 

15名 
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【4年生】 

春学期 ３年生のメディア研究の議論に関わりながら自らの認識を深める。自分のゼミ論文テーマに関

する研究を報告しあい、議論する。 

秋学期 ゼミ論文の論文執筆。 

教科書 

【3年生】北田暁大『広告都市・東京』ちくま学芸文庫、黄菊英・長谷正人・太田省一『クイズ化するテ

レビ』青弓社、長谷正人編『映像文化の社会学』有斐閣、長谷正人『ヴァナキュラー・モダニズムとし

ての映像文化』東京大学出版など。 

【4年生】 

４年生は独自の共通の教科書は決めない。ただし３年生の授業に参加する。 

 

参考文献 

【3年生】【4年生】（共通） 

吉見俊哉『メディア文化論』有斐閣 

Ｗ．ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」（1935）（浅井健二郎編訳『ベンヤミン・コレクションⅠ』

ちくま学芸文庫）1995年 

吉見俊哉・若林幹夫・水越伸『メディアとしての電話』弘文堂、1992 年 

Ｖ．シヴェルブシュ（加藤二郎訳）『鉄道旅行の歴史』法政大学出版 

ジョナサン・クレーリー（遠藤知巳訳）『観察者の系譜─視覚空間の変容とモダニティ』以文社、1997年 

 

評価方法 

【3年生】 

授業への参加度による。 

【4年生】 

授業への参加度と卒業研究の評価。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

月曜日 5，6 限。3 年生は 5 限、4 年生は 6 限に登録されますが、基本的に合同で授業を行うことが多い

ので 5 限と 6限の両方の時間を空けておくことを望みます。 

 

ゼミ紹介 

夏休みの終わり頃（9月半ば）に合宿を行います。 

 

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（しかし必ずしも成績の良い人だけを求めているわけではありま

せん） 

 ・面接を行う 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

授業内容 

 メディア社会、情報化社会、先端テクノロジー社会における「個人」や「社会」、「文化」や「思想」

のあり方を、領域横断的な観点から分析・研究し、メディア・イメージ・身体を総合的に学びます。メ

ディア論、哲学、倫理学、政治学、経済学、社会学、複雑系科学、サブカル論、批評理論、等々の多種

多様な学問領域の知識を総動員して、先端メディア・テクノロジーの未来社会を生き抜く力を身につけ

ます。 

  

毎年ゼミで共通に学んでいること、目標は、以下の通りです。 

⒈ 情報メディアや先端テクノロジーについての知識を獲得し、新時代・未来社会における「個」や「文化」

や「倫理」のあり方を構想する。 

⒉ 「常識」や「既成概念」を脱ぎ捨てて、新しい「発想」、新しい「アイディア」の作り方を学ぶ。 

⒊ 多様な「フィクション」や「遊戯」の文化を学び、創造的な世界の可能性を探る。（学生のニーズ上、映画や

アニメ作品を分析することが多いですが、マンガ、ゲーム、スポーツ、音楽なども分析します。） 

⒋ 現代社会における言論やイデオロギーを批判的に分析（「批評」）する。 

⒌ 言語メディアの本質や広がりを探究し、言語メディアを「活用」するためのトレーニングをおこない、さ

らには言語以外のメディアとのポジティブな関係性を築き上げる。 

 

 ゼミの進め方は、学期はじめに学生と相談しながら決めますが、基本的には隔週で文献と映像につい

て発表・討議をします。文献の回は一回で本を一冊扱います。毎月一冊ずつ読んでいき、そのつどコメ

ントシートやレポートを提出してもらい、添削をして返却します（ゼミ論作成の土台です）。映像の回は、

発表者に映像作品を決めてもらうか（映画やアニメが多い）、教員が指示した作品について発表・討議を

します。 

 また、年に一回、合宿をします（夏休み中が多い）。 

 

教科書・参考文献 

【3年生】【4年生】毎月一冊の本を読む。そのつど授業内で指示する。 

 

評価方法 

【3年生】出席、授業への参加姿勢・貢献度、レポート、プレゼミ論、その他の諸要素を総合的に勘案し

て評価します。 

【4 年生】出席（就活の場合は要相談）、授業への参加姿勢・貢献度、レポート、その他の諸要素を総合

的に勘案して評価します。 

 

 

 

担当教員 科目名 

 

藤本 一勇 
メディア思想ゼミ 

副題：メディアとテクノロジーの未来学 

プログラム：メディア論 

 

3 
定員 

 

15名 



7 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3 年生】【4 年生】木曜日 5・6 限。3 年生は 5 限、4 年生は 6 限に登録されますが、基本的に合同で授

業を行うので 5限と 6限の両方の時間を空けておいてください。 

 

ゼミ紹介（過去にゼミで扱った文献・映像作品の例） 

＜文献＞ 

ジャン＝フランソワ・リオタール『ポスト・モダンの条件』、ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の

芸術作品』、レイ・カーツワイル『ポスト・ヒューマン誕生』、ノーバート・ウィーナー『人間機械論』、

ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』、ネイサン・イーグル／ケイト・グリーン『みんなのビッグデ

ータ』、ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』、ベネティクト・アンダーソン『想像の共同体』、トー

マス・ラマール『アニメ・マシーン』、ジル・ドゥルーズ『シネマ』、ローレンス・レッシグ『コモンズ』、

ジョン・バージャー『イメージ：視覚とメディア』、マーシャル・マクルーハン『メディア論』、等々。 

＜映像＞ 

押井守『攻殻機動隊』＆『イノセンス』、リドリー・スコット『ブレードランナー』、宮崎駿『千と千尋

の神隠し』、アンドリュー・ニコル『ガタカ』、『TIME』、新海誠『君の名は。』、片渕須直『この世界の片

隅に』、山田尚子『聲の形』、クリストファー・ノーラン『メメント』、テリー・ギリアム『未来世紀ブラ

ジル』、磯光男『電脳コイル』、スタンリー・キューブリック『時計じかけのオレンジ』、チャールズ・チ

ャップリン『独裁者』、大友克洋『AKIRA』、高畑勲『火垂るの墓』、ポール・グリモー『王と鳥』、クリ

ス・マルケル『La Jetée』、クロード・ランズマン『SHOAH』、庵野秀明『新世紀エヴァンゲリオン』、

エイアル・シヴァン『スペシャリスト』、細田守『サマーウォーズ』、今敏『パプリカ』、黒澤清『Cure』、

ルカ・グァダニーノ『サスペリア』、ほか多数。 

 

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： 

 

以 上 
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授業内容 

人間の表現をかたちづくる様々なメディアの働きについて学ぶためには、自分でメディアを作ってみ

ることが非常に有効です。このゼミでは、新旧のメディアの構造を研究しながら、ゼミ生が自分で未だ

見ぬメディアを構想し、実装して、最終的には制作＋論文のセットでゼミ論を完成します。なので、新

しい技術を独学で身につける学習意欲と、手を動かしながら試行錯誤することを厭わない制作意欲が必

要です。3年生は主に研究テーマの発掘、4年生は卒業研究制作に重点を置き、自由研究プロジェクトや

自由制作発表は 3年と 4年が混ざってグループで行います。 

制作するメディアは、自分が当事者として関心が高い対象であれば、デジタルでもアナログでも OKで

す。これまでのゼミ生が作ってきたものの一例を挙げると、「睡眠を改善する電子工作」「ダイエット用

スマホアプリ」「AR絵本」「こども用教育番組」「心臓の鼓動を再生する祈りの道具」などデジタルなもの

もあれば、「不便だけど楽しい地図」「自分で編集できる旅行雑誌」「スケッチの定点観測」などアナログ

な手法もあります。プログラミング、画像・映像編集などの技術は必要に応じて独習するスタイルで、

参考図書などはゼミで購入したり貸し出したり個別にサポートをするなどの技術支援を行います。 

ゼミ生の数だけ、研究テーマが存在します。他者の多様な価値観を尊重し、肯定できる状況をみずか

ら作り出したい人を歓迎します。 

     

ゼミ生制作一例：左から、プロジェクションマッピングを使った射的屋台（自由制作）、デジタル本棚（学外展示）、睡眠を支援する花（ゼミ

論）、こどもから大人におさがりする服（学外展示）、加算型ダイエットアプリ（ゼミ論） 

履修モデル 

 次の講義・演習を履修しておけば教員の特徴やボキャブラリーを知ることができるのでお勧めです。

少なくとも 1つは履修済みであることが望ましいです。 

・講義『メディア論 1,2』（オムニバス）（通年） 

・講義『メディア・アートとデジタル表現』（前期） 

・演習『メディア・アートとデジタル表現』（前期） 

・演習『デザイン・フィクション・ワークショップ』（後期） 

 

評価方法 

各期の評価はゼミへの出席、課題あるいは研究報告、ディスカッションの参加やフィードバック、研究

及び制作プロジェクトへの取り組みなどの状況を総合的に評価します。 

担当教員 科目名 

 

チェン ドミニク 

クリエイティブ・メディア R&D ゼミ 

副題: メディア技術のデザイン・ラボラトリー 

プログラム：メディア論 

4 
定員 

 

15 名 
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参考文献 

・渡邊淳司, 伊藤亜紗, ドミニク・チェン, 緒方壽人, 塚田有那『情報環世界：身体と AIの間であそぶ

ガイドブック』（NTT出版、2019） 

・川崎和也編『SPECULATIONS：人間中心主義のデザインをこえて』（ビー・エヌ・エヌ新社,2019） 

・カルヴォ&ピーターズ『ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術』（ビー・エヌ・

エヌ新社,2017） 

 

関連 URL 

これまでのゼミ制作事例や教員自身の制作活動については以下を閲覧して知っておいてください： 

・研究室 HP：http://ephemere.io  

・初年度末に理工キャンパス橋田研と合同で行った制作展示（恵比寿 amu）：http://grayscale.cc  

・二年目に理工キャンパス橋田研と合同で行った制作展示（恵比寿 amu）：https://aging-exhibition.cc/  

 

授業実施曜日・時限（予定） 

2020 年 4月からは金曜日、3年生・4年生合同で 3・4限連続で実施するので 3，4限とも他の授業を入れ

ないでください。 

 

選考方法  

以下を提出の上、面談を行います。ディスカッションやグループ活動が多いので、主体性とコミュニケ

ーション能力と積極性を備えた、自発的モチベーションの高い人を求めます。多様な関心と背景を持つ

ゼミ生の集まりとなることを期待します。 

１． このゼミを選ぶ理由と、自分の関心事、やりたいこと（申請フォームから） 

２． 今まで演習などで研究したテーマ、それによって何がわかったか（申請フォームから）。 

３． 自分がこのような分野に関心を持つ理由や今までにやったことなど、補足資料があればメール送付

または持参も可。 

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 「制作物」の提出 ◯ 

上記「制作物」の内容： 

もしもこれまでに制作した表現物があれば、閲覧できる資料（※ソフトウェアなら稼働するウ

ェブページもしくは記録動画、ソースコードのレポジトリ、物体であれば記録動画・写真、映

像・音楽、文章、その他であれば公開 URL）。「①制作動機②制作物のプレゼンテーション③制

作物の課題・展望」のフォーマットで揃えること。なお「表現物」は、ただのアイデアではな

く具体的に表現された形であれば、メディア形式は特に規定しません。特に表現物を制作して

いない場合は、制作したい表現物の計画を上記①②③に書いて提出してください。 

「その他」提出物のない場合は面談を行わないので注意してください。 

以 上 

http://ephemere.io/
http://grayscale.cc/
https://aging-exhibition.cc/
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授業内容 

【3年生】 

 さまざまな文化現象と「からだ」の関わりを系譜学的に問うことから始めたい。いまあるこの「から

だ」はどこからやってきたのか。都市の変遷と身体。サブカルチャーの変容と身体。どこで、どんな時

代の文化潮流によって、「からだ」の感覚は変化したのか、演劇やダンス、美術、ファッションなど、様々

な分野から学ぶ。といっても、たとえば「サブカルチャー」、あるいは「サブカル」はいま一般に流通し

ているそれではなく（「アニメ」「コミケ」「クールジャパン」だけではなく）、もっと根源までさかのぼ

り、幅広く考え、その意味を問うことが必要になる。総体としての文化の傾向や流れのなかで、あらた

めて「からだ」のあり方を学び、そのための文献など資料にあたるが、なにより「都市／地域」と、「空

間（＝劇場・美術館）」が重要だ。街に出て歩き、そして考える。そうしたフィールドワークをもとに思

索の手がかりにするが、大切なのは愉楽だと考える。歩くことの悦びそのものが、学びの一歩になるは

ずである。なぜなら、歩くことで、自分のからだを知り、そして、街を見る。人を見る。だが忘れてな

らないのは、自分もまた見られているという意識である。 

 

【4年生】 

 ３年時に学んだこと、「フィールドワーク」や、「資料・文献」の検索をもとに、新たに現在を考える

切り口を見いだし、論考としてまとめる方法を高める。研究テーマを絞り、それについてゼミで議論す

ることを通じ、新たな発見が生まれることが望ましい。そして、ゼミ生同士の議論から、いくつもの意

見、ヒント、手がかりがきっとあるはずだ。そのことをもとに、卒業研究の内容を深める。その困難さ

を知ること。たとえば、資料や参考文献を探し手に取ったとき、それを読むのが難解だと感じるなら、

むしろなによりそのことが必要になるだろう。なぜ難解だと感じるのか？ そこで思考を止めないずに、

さらに先に進むことが大事だ。考え続けること。考えることの、やはり愉楽がきっとある。 

 

 

シラバス 

【3年生】 

 まず担当教員から、都市へのアプローチの仕方、「からだ」への問いとはなにか、そのために手がかり

のひとつなる演劇、映画、音楽、美術について講義する。鑑賞からはじめ、街に出る。つまりフィール

ドワークがこのゼミの中心にある。そのときの合い言葉は、「書を手にして街に出よう」だ。 

 

【4年生】 

 ３年時に集めた資料・材料をもとに、それを整理する。まだ物足りなければ、またべつの資料、実際

に調べるべき場所に行き、人にあたり、自身が取り組む卒業研究についてプレゼンテーションしてもら

い、そこから議論をはじめる。机上の空論ではなく、あらゆる場所へ足を運ぶことから学ぶのもまた、

大きな刺激になるだろう。その報告もまた、プレゼンテーションにおいて必要とされる。 

担当教員 科目名 

 

宮沢 章夫 

文化身体論ゼミ 

副題:身体と都市、そして現在 

プログラム：身体論 

 

5 
定員 

 

15名 
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＊３年生は５限、４年生は６限に登録されますが、ほぼ合同で授業を行いますので、５限と６限の時間

を空けてください。 

 

 

教科書 

【3年生】 

 特定の教科書は決めないが、『NHKニッポン戦後サブカルチャー史』『NHK ニッポン戦後サブカルチャー

史２』（NHK 出版）・『改訂版・東京大学［80 年代地下文化論］講座』（河出書房新社）など私の著作を読

んでおくと講義の理解の手助けになるでしょう。 

 

【4年生】 

  3年時を基本にしつつ、それぞれ必要に応じ、指示する。 

 

参考文献 

【3年生】【4年生】共通 

 『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史』『NHK ニッポン戦後サブカルチャー史２』（NHK 出版）・『改訂

版・東京大学［80 年代地下文化論］講座』（河出書房新社）・『アースダイバー』（中沢新一／講談社）・

『定本 日本近代文学の起源』『世界史の構造』（柄谷行人／岩波現代文庫）・『スケートボーディング、

空間、都市──身体と建築』（イアン・ボーデン／新曜社）・『路上のジャズ』（中上健次／中公文庫）

・『渋谷音楽図鑑』（牧村憲一ほか／太田出版）・『フォービギナーズシリーズ・地図』（現代書館）・

『創られた〈日本の心〉神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』（光文社新書）・『大滝詠一 

Writing&Talk』（白夜書房）・『シンセミア』（阿部和重／朝日新聞社）・映画『勝手にしやがれ』（ジャ

ンリュック・ゴダール）・映画『少年』（大島渚）・映画『イージーライダー』（デニス・ホッパー）・

映画『アカルイミライ』（黒沢清）・映画『サウダージ』（富田克也）・『ヒップホップの詩人たち』（都

築響一／新潮社）・『かもめ／ワーニャ叔父さん』『桜の園／三人姉妹』（アントン・チェーホフ／新潮

文庫）・『〈ベケット〉といじめ』（別役実／白水社 u-ブックス）・『僕らが非情の大河をわたる時』（清

水邦夫／新潮社）・『三月の５日間』（岡田利規／白水社）・『ヒネミ』『14歳の国』（宮沢章夫／白水社）

など、まだほかにも多数。 

 

 

評価方法 

【3年生】 

 出席率、プレゼンテーション、その議論での意見、研究計画書の内容により総合 

的に評価。 

 

【4年生】 

  ゼミ論への取り組み、その達成度を中心として、出席率や授業内の議論の意見も参考にする。 
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関連 URL 

・宮沢章夫と、宮沢が主宰する、演劇集団・遊園地再生事業団のサイト 

 u-ench.com  

 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】火曜日 ５限 

【4年生】火曜日 ６限 

 

 ＊3年生は 5限、4年生は 6限に登録されますが、ほぼ合同で授業を行います。可能な限り 5限と 6限

の時間を空けておくことが望まれます。」 

 

 

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： 

 

ゼミ紹介 

 たとえば、映画を DVDで鑑賞しそれぞれの感想を出し合い議論する。誰もがその議論に参加でき、そ

こから生まれる課題に取り組みことのできる環境を作っています。合宿は、2018 年度は「大阪」に行き、

グループにわかれてフィールドワークをし、2019 年度は、「仙台」を同様のスタイルでフィールドワー

ク後、福島県南相馬市小高に移動して、作家・柳美里さんが店長を務める書店「フルハウス」で、宮沢

と柳美里さんによるトークライブを行った。そして南相馬のフィールドワーク。そうした実践的な行為

のなかから思考するためのゼミです。 

 

以 上 
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  自分の身体は「いま・ここ」にあるものですから、自明で確実なものと思いがちですが、お尻や背

中はもとより、身体の表看板とも言うべき顔すらも、鏡に映さなければ見られないという事実は何を語

っているのでしょうか。実は私たちが自分の身体だと思っているものは身体表象、身体についてのイメ

ージに過ぎず、ナルシシズムから醜形恐怖に至る様々な幻想(ファンタジー)によって彩られ、歪められ

ているのです。一方、人間とは幻想を育み、幻想の罠にかかる生き物というのは、精神分析の人間観の

根幹です。ジャック・ラカンが人間の自我発達の欠くべからざる通過点として、六ヵ月から一歳半ぐら

いまでの赤ちゃんが鏡を見て、そこに自分では構成できない身体の統一的イメージが先取りされている

のを見出すという「鏡像段階」論を語ったのは名高いですね。「寸断された身体」の状態に戻るのが嫌な

ら、赤ちゃんは鏡の上に差し出された身体像にとりあえず自己同一化し、その像を自分だと認めるほか

ありませんが、これは私たちが「見かけ」の支配に屈し、リアルがファンタジーに道を譲るようになる、

その第一歩をしるすドキュメントなのです。身体論と精神分析が出会うところからどんな知の冒険が開

けてゆくのか、その可能性をこのゼミで探究してみませんか。 

 このゼミでは文学、美術、クラシック音楽、オペラ、バレエ・ダンスなどはもとより、漫画、アニメ、

ゲーム、ファッション・モードなどサブカルチャーの諸領域もゼミ論のテーマにすることができますが、

「これが好き」「これ、面白いと思う」という素朴なアプローチだけでは、ゼミ論をまとめることは難し

いと思われます。ゼミ担当者はしばしば精神分析という「武器」を使いますので、皆さんにも同じ武器

を持つよう強いることはありませんが、何らかの理論武装をしてから知の冒険に乗り出されるよう、強

くお勧めします。 

 

シラバス 

【3年生】春期：基本文献を輪読形式で講読 

         夏休み：合宿 

         秋期：ゼミ論中間発表 

     学期末にはプレゼミ論(ゼミ論のひな型)を提出 

【4年生】春期: 基本文献を輪読形式で講読 

         夏休み：合宿 

     秋期：ゼミ論最終プレゼン 

     ゼミでの討議を経て 12月にはゼミ論を提出 

 

教科書 

三浦雅士『身体の零度』（講談社選書メチエ）1994 年 

2020 年度春学期の教科書です。 

 

 

 

担当教員 科目名 

 

村井 翔 

身体の精神分析ゼミ 

副題：身体をめぐる様々な幻想について考える 

プログラム：身体論 

6 
定員 

 

15名 



14 

 

参考文献 

Ａ．コルバン／Ｊ-Ｊ．クルティーヌ／Ｇ．ヴィガレロ『身体の歴史Ⅰ～Ⅲ』（藤原書店）2010年 

ヴィクトル･Ｉ・ストイキツァ『ピュグマリオン効果』（ありな書房）2006 年 

レスリー・フィードラー『フリークス』(青土社) 1999 年 

バーナード・ルドフスキー『みっともない人体』(鹿島出版会) 1979 年 

アン・ホランダー『性とスーツ』(白水社) 1997年 

成美弘至『20世紀ファッションの文化史』(河出書房新社) 2007 年 

鷲田清一(編)『ファッション学のすべて』(新書館) 1998年 

 

評価方法 

出席、発表およびプレゼミ論(3 年生)／ゼミ論(4年生)の出来によって評価します。 

 

履修モデル 

身体論 1(春期)、身体論 2(秋期)はこの分野における最も基礎的な科目ですので、まず履修をお勧めしま

す。担当教員も授業を分担していますが、他の先生方の授業からも触発されるところが大きいと思いま

す。また、担当教員は次の演習やブリッジ科目も受け持っています。担当教員のキャラを知るためには

役立つでしょう。 

表象メディア論系演習｢ゲームデザインの考現学｣(秋期) 

講義科目｢ドイツ文化特論｣(春期) 

講義科目｢精神分析入門｣(春期) 

講義科目｢オペラ論｣(秋期) 

講義科目｢心の哲学･心の科学｣(秋期、複数教員担当) 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】火曜 5時限 

【4年生】火曜 5 時限、ただしゼミ論個別指導は火曜 6 時限になります。したがって個別指導を希望され

る 4 年生は秋期、この時間に他の科目を入れることは可能な限り避けてください。 

 

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） 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 

・ 選考に際して最も重視するのは志望理由書ですが、面接での逆転もありえます。 

・ ゼミ見学(火曜 5時限)はいつでも歓迎、アポなしでも構いません。 
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ゼミ概要 

身体表象論ゼミでは、「身体」及び「身体の表象」をキーワードに、舞台芸術/パフォーマンス・スタ

ディーズ/文学/写真/映画/絵画/漫画/アニメなどの多領域を横断しながら、様々な芸術作品を分析・考

察します。扱う対象が表象・メディア論系の他のプログラムの内容とも密接に関わるため、身体論・メ

ディア論・イメージ論の基本文献を読み進める作業をゼミ生共通の課題として掲げ、各自の特定テーマ

に関する研究発表と併せて毎回のゼミを行います。 

文献購読が相当量に及ぶこと、ゼミ論は英語での執筆になるため、課題に取り組む時間の無い者やゼ

ミ活動を優先できない者の受講は望ましくありません。斬新な視点と熱意とを併せ持つ学生を期待しま

す。時間をかけて作品分析を行い、独自な問いを見つけようとする学生に向いている少人数ゼミです。 

 これまでのゼミ生の関心領域の例としては、アニメ：今敏『パプリカ』論、ミュージカル：『ヘドウィ

グ・アンド・アングリーインチ』論、アメコミ：『ウォッチメン』論、映画：『シャイニング』論、映画：

ジャン・コクトー『美女と野獣』分析、映画：『ロッキー・ホラー・ショー』の受容研究、劇団維新派の

パフォーマンス分析、野田秀樹『贋作・桜の森の満開の下』論、マンガ：『ヘルタースケルター』論など。 

 

ゼミの特徴 

 このゼミでは、それぞれのゼミ生が作品分析を行って自分独自の発見や観察を重ね、それを説得的な

議論に組み上げて、効果的にプレゼンできるようになることを重要視します。あらゆる思考実験的な観

察や発言がしやすいように、お互いにリラックスして自由に討論をする工夫を重ねます。 

 就職・進学状況は極めて良く、編集・出版・広告、各種メーカー、公務員・教員、映像・舞台制作、

大学院進学、海外留学など。 

 

ゼミ日程概略 

 ３年生 ４年生 

春期 ゼミ生各自の研究対象を見つけることが重

要課題。基本文献の輪読を進め、夏期休暇中に

は可能な限り多くの芸術作品に触れ、多くの文

献を読む。年に一度、４年生と合同でゼミ合宿

を行う。演劇・美術展・写真展の鑑賞等も。 

 各自のゼミ論計画を立て、数回のプレゼンテ

ーションとディスカッションを行う。執筆の途

中経過を随時報告し、適宜口頭発表を行う。年

に一度、３年生と合同でゼミ合宿を行う。 

 

秋期  プレゼンテーションと論文執筆の基本技法

を学ぶ。各自のリサーチの報告、及び全員での

基本文献輪読は、春期同様に行う。冬季・春季

休暇中は、夏期休暇中と同様に、可能な限り多

くの芸術作品に触れ、多くの文献を読んでもら

う。最終的成果をゼミ論集としてまとめる。 

 夏期休暇明けの最初のゼミで、ゼミ論の初

稿を提出してもらう。以後、担当教員との個別

指導及び、ゼミ論の途中経過の口頭発表が中心

となる。最終的な成果をゼミ論集にまとめる。 

 

担当教員 科目名 

 

坂内 太 

身体表象論ゼミ 

副題： 

プログラム：身体論 

7 
定員 

 

10名 



16 

 

教科書・参考文献【３年生】【４年生】授業で指示する。 

 

評価方法 

【３年生】出席率＋ディスカッションへの貢献度＋課題＋小論文(2000words)等から総合的に判断する。 

【４年生】出席率＋ディスカッションへの貢献度＋課題＋ゼミ論(8000words)等から総合的に判断する。 

 *ゼミ論・小論文は、ゼミ論集を毎年発行する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【３年生】火曜 5限、【４年生】火曜 6限だが、文献購読やディスカッション

を合同で行うことがあるため、5限・6限共に出席可能な態勢を取ること。 

 

 

 

 

合宿風景。毎年ゼミ合宿を実施し、全員の研究発表、及びディスカッションを行う。 

 

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） 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 その他（別途提出物を求めるなど） 〇 

上記「その他」の内容：パフォーマンス・スタディーズ/演劇/ミュージカル/文学/写真/映画/

絵画/漫画/アニメ等に於いて、自分の興味の対象を一つ取り上げ、自分とその特定分野/対象と

のこれまでの関わりについて、英語のエッセイを書き、選考資料として提出すること。なお、

エッセイの分量は 1000 words 以上とし、課題を提出しない者、語数の満たない者は失格とする。 

以 上 
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授業内容 

【3年生】【4年生】 

 日常生活で人と人が関わりあうとき、何気なくやりとりされる「声」や「動作」は当人も意識しない

うちに巧妙にコントロールされている。こうした意識からこぼれ落ちる「マイクロ・コミュニケーショ

ン」がどのようなものかは、質問紙やインタビューを用いるだけでなく、そこで交わされている声や動

作を直接観察し、精緻に分析することで初めて明らかになる。このゼミではこのような日常観察のため

の基本的な方法と考え方を文献で学んだ上で、実際に日常のいくつかの場面を撮影し、共同で一つの場

面について分析を行う。また、小説、マンガ、映画、音楽などさまざまな視聴覚メディアに描かれたや

りとりの中に、日常のどのような声や身体が写し取られているか、それが作品に何をもたらすかについ

て考える。 

本ゼミでは、声と身体の観察に基づく限り、わたしたちの実際の生活で行われる行為、メディア作品に

表れる人の行為、人がメディアを扱う行為のいずれも研究対象とすることができる。また、音声と動画

をそれぞれのゼミ生が自身で操作、駆使して必要な分析を行うことを前提とする（動画、音声を扱うの

に必要な技術は伝授します）。 

 

シラバス 

【3年生】 

前半では、身体論を扱うための基本文献を輪読する一方で、簡単な音声・動作分析を通して、音声学や

動作分析に関する基本的な知識を身につける。その後、各ゼミ生にとって関心のある日常行為や作品の

一場面について紹介を行い、それらを実際に観察、分析する。分析を進める過程で、それぞれの分析対

象となる映像をお互いに議論する「データ・セッション」を行う。 

【4年生】 

3 年生での経験を踏まえて、個々人が自分の関心のある日常場面、もしくは作品を取り上げ、それを精

緻に分析することを通して卒業研究を行う。 

 

参考書 

【3年生】【4年生】 

随時、ゼミ中に紹介するが、以下のものを挙げておく。 

『介護するからだ』（細馬宏通／医学書院）相互行為における身体動作研究の手がかりとして 

『ELAN 入門』（細馬宏通・菊地浩平編著／ひつじ書房）分析ツールの基本 ELAN の解説書 

『二つのこの世界の片隅に』（細馬宏通／青土社）マンガとアニメーション分析の例として 

 

担当教員 科目名 

 

細馬 宏通 

身体行為論ゼミ 

副題: 声と身体の時間はどう読み取られうるか 

プログラム：身体論 

8 
定員 

 

15名 
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【3年生】【4年生】 

出席・発表などを総合的に評価する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

木曜 3 限。 

【4年生】 

木曜 4 限。 

 

夏休みに合宿を行います。 

 

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： 

 

以 上 
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授業内容 

【3年生】【4年生】 

 ゼミ論というのは君たちに与えられた、一生に一度の貴重で贅沢な機会です。だって、2年間にわたっ

てたった一つのことを考え続けることを許されるんですよ！だから、ゼミの中心はゼミ論と考え、批評

力の育成をゼミの中心においています。 

 イメージ論の対象範囲は限りなく広いのですが、ぼくが多少とも責任をもって教えられるのは、アー

ト、映像、文学、コンテンポラリー・ダンス、ファッション、ポップス（特にワールドミュージック）、

文化記号論、エロティシズムです。そうはいっても、ゼミ論の対象はなんでもありです。君たちのアプ

ローチの仕方についてアドバイスを与えてゆきます。 

                       ■ 

 実際は、ぼくが教えることよりも学生から教わることのほうが多いかもしれません。教室では、教師

と学生が全員教えつつ教わる、いってみれば水平な対話関係を結んでいます。 

 毎年個性豊かな学生が集まるので、今年はどんな学生が来るだろうか、といつも楽しみにしています。 

 

シラバス 

【3年生】 

春期：ゼミ論につながる一冊の本の発表／鑑賞と意見交換（１９年度春期は、ローザスをみたり、六本 

   木アートナイトに行ったりしました）／本読み（1９年度春期は布施英利『洞窟壁画を旅して』） 

   ５限は授業で、６限は自主ゼミ。自主ゼミは学生の発案に任せています 

  

秋期：ゼミ論の発表／鑑賞と意見交換／本読み（春期の続き） 

   ６限の自主ゼミの時間に『プレゼミ論集』を制作 

【4年生】 

春期：ゼミ論の発表／鑑賞と意見交換 

秋期：ゼミ論の発表と執筆指導／鑑賞と意見交換 

 

※ 発表の後にはゼミ員による意見交換、教員からのコメントがあります。 

５・６限の中休みに 3・４年生に向けて、時々、その週の注目すべき美術展・映画を紹介し、簡単な

解説を施します。 

授業の終わりに、仲間の発表に対する意見と、一週間の自分の活動を記したレビューシートを書いて

もらいます。前者は発表者に渡し、後者はぼくが受け取ります。これが役に立っています。 

 

教科書 

【3年生】【4年生】特になし 

 

担当教員 科目名 

 

大石 雅彦 

イメージの記号論ゼミ 

副題：映像×アート＋１ 

プログラム：イメージ論 

9 
定員 

 

12名 
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参考文献 

【3年生】【4年生】発表テーマに応じて授業で指示します。 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】平常点とリポート 

 

関連 URL 

特になし 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

基本は金曜５限ですが、自主ゼミもあるので、６限は空けておいて下さい。 

【4年生】 

基本は金曜６限ですが、３・４年生合同で行う場合もあるので、５限を空けておいて下さい。 

 

履修モデル 

モデルではありませんが、美術展に足繁く通い、映画をなるべく多く見てください。そのうえ、色々な

本を読んで下さい。さらには、それらから得た知識や感想を親しい人たちと交換してください。 

                   

ゼミ紹介 

 一人ひとりが互いとの距離を良い感じでとりながら、cozy な空間を保ち、それと共に、個性的なゼミ

員が多いので、知的な刺激を与え合っています。 

 

 現在の３・４年生のゼミ論テーマは、つぎのように、彩り豊かなものです。 

【絵画作品における触視、『Lain』、ミヒャエル・ハネケ、『ライチ光クラブ』、岡本太郎、リュック・タ

イマンス、『パリのアメリカ人』、学園ものドラマ、幾原邦彦、Radiohead、『Year of the Dragon』、ニコ

ラス･レフン、劇団イキウメ、プリーツ・デザイン、パブリック･アート、Chim↑Pom】 

備考 

7 月の一週目に 2泊 3日の予定で合宿を行います。その際、ちょっとした出し物、エクスカーション、一

人ひとりの面談をします。 

 

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。 ○ 

  

以 上 
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授業内容 

【3年生】【4年生】共通 

「富士山」「ミッキー」「天使」「UFO」……。多くの人はこれらの言葉を聞いただけで、その姿形を思

い浮かべることとができるはずです。本ゼミは、当たり前のように共有されているこれらの「イメージ」

が、いつどこで生まれて、どのようにして私たちのもとにまでたどり着いたのかを、可能な限り解明す

ることを目指します。たとえばミッキーマウスは、1928 年に「オズワルド」というウサギのキャラクタ

ーが、ユニバーサル・ピクチャーズに権利を奪われてしまったため、その代わりにウォルト・ディズニ

ー作り出したキャラクターであることが知られています。しかし動物を人間のような姿のように描くと

いう、「動物形象（zoomorphism）」の伝統をさかのぼってみれば、18 世紀末から 19 世紀初頭に描かれた

とされる背広姿のネズミを、フランス国立図書館のデジタルアーカイブの中に見出すことができます（以

下の図版参照）。本ゼミでは、このように私たちが当たり前のように共有していて、普段は疑問にすら思

わないようなイメージの起源を、できる限り掘り下げることを試みます。言語や文化を超えて広まるイ

メージの「感染力」の謎に迫ることが目標です。 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69477402/f1.item 

シラバス 

【3年生】【4年生】共通 

春期は基本的に３、４年生合同で、秋期は学年別に行います。 

春期はグループによる発表が中心です。１週目に発表のテーマとなる「イメージ」を全体のディスカ

ッションで決定し、翌週に２つのグループが同じテーマで発表を行います。どちらのグループの発表が

優れていたかを投票で決定し、負けた方は次のテーマでも引き続き発表を行います。基本的にこのサイ

クルを繰り返しながらゼミを進めていきますが、フィールドワークや作品鑑賞などを途中で差し挟むこ

ともあります。 

秋期は論文執筆を視野に入れた発表形式が中心になります。３年生は全員で一つのテーマを決めた論

担当教員 科目名 

 

橋本 一径 

イメージ分析ゼミ 

副題：対決！イメージ分析 

プログラム：イメージ論 

10 

定員 

 

15名 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69477402/f1.item
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集を制作します（これまでのテーマ：「ゾンビ」「ピエロ」「アイドル」「模様」「変身」「モテとモエ」「顔」）。

４年生はゼミ論を執筆します（これまでのゼミ生たちのテーマ：整形と映画、抗日ドラマ、LINE スタン

プ、宇宙人、ベースボールキャップ、フードポルノ、ハロウィン、海賊、制服、サッカーボール、早稲

田祭、熊、不倫ドラマ、スニーカー、ピースサイン、ぬいぐるみ、拒食症、など）。 

 

教科書 

【3年生】【4年生】共通 

特に指定しません。 

参考文献 

【3年生】【4年生】共通 

教場で適宜指示します。 

評価方法 

【3年生】【4年生】共通 

出席、ディスカッション等への貢献度、口頭発表、課題等から総合的に判断する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】月曜 5限【4年生】月曜 6限 

3 年生は 5限、4年生は 6限に登録される。ただしゼミ論発表や見学会など、２学年合同で授業を行うこ

とがあるので、5限と 6限の時間を空けておくことが望ましい。 

＊2018 年度秋学期より金曜日から月曜日に変更しています。 

 

2018 年度ゼミ合宿（鴨川） 

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。 ◯ 

４ 抽選による。 △ 

５ その他（別途提出物を求めるなど）  

志望者が定員を大きく超え、面接によっても選考が困難な場合、抽選を行います。 
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授業内容 

 本ゼミでは、哲学から様々な文化領域の研究（美術・映画・マンガ・アニメ・ゲーム etc.）に至るま

で、イメージ理論の古典を学びつつ、それらを具体的かつ個別作品の批評的分析と結びつけていく。そ

のさい、20世紀の美術史家エルンスト・ゴンブリッチが実現しなかった著作のタイトルとして掲げた「イ

メージの領域と範囲（the realm and range of the image）」を手がかりとしたい。 

 本ゼミが扱う「イメージの領域」は、主として視覚イメージになるが、知覚される「イメージ」は、

個別の領域や範囲に閉ざそうとすればするほど、そこから逸脱していく性質を帯びている。「視覚」イメ

ージを捉える際にも、目の機能にのみ注目するのは不十分であり、言語や音声、そして各種の体性感覚

も参与している事実をふまえる必要があるのだ（イメージの身体的性質）。けれどもイメージは単に捉え

がたいばかりではない。「画像（picture）」「図像（icon）」のような仕方で様々な文化的産物に埋め込ま

れた「対象」という側面も重要であり、イメージを「作品」の構成要素として抽出することが可能であ

る（イメージのメディア的性質）。 

 以上の展望をふまえ、本ゼミではゼミ生の関心領域に応じた様々な領域の作品を、ミクロマクロ両面

から分析していく技法を身につけるようつとめたいと考えている。個別作品のトータルな印象を、いっ

たん微細な構成要素にまで解体することで捉え直し、作品が他の作品と取り結ぶ多様な文脈のうちに再

配置していく演習が、主な内容となるだろう。本ゼミは、批評理論や作品分析の方法に関心を持ち、積

極的に取り組む学生を歓迎する。 

 

シラバス 

【3年生】【4年生】 

イメージ理論の基礎文献を輪読し、ゼミ生各自の関心領域に応じた個別理論の紹介を行う。その後、具

体的なイメージ分析を行い、理論を実践的な仕方で「使う」方法を学んでいく。 

 

 

教科書 

【3年生】【4年生】 

随時紹介する。 

 

参考文献 

【3年生】【4年生】 

随時紹介するが、可能な限り以下の基礎文献に目を通しておくことが望ましい。 

ジョン・バージャー『イメージ』（ちくま学芸文庫） 

アンドレ・バザン『映画とは何か』（岩波文庫） 

ロバート・ネルソン／リチャード・シフ編『美術史を語る言葉』（ブリュッケ） 

鈴木雅雄／中田健太郎編『マンガ視覚文化論』（水声社） 

担当教員 科目名 

 

石岡 良治 

イメージ批評ゼミ 

副題: イメージ理論を学び、様々な視覚文化領域の批評的分析を行う 

プログラム：イメージ論 

11 
定員 

 

15名 
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トーマス・ラマール『アニメ・マシーン』（名古屋大学出版会） 

イェスパー・ユール『ハーフリアル―虚実のあいだのビデオゲーム』（ニューゲームズオーダー） 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

出席・発表・ゼミへの貢献・レポートなどを総合的に評価する。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】月曜日 5限【4年生】月曜日 6限 

3年生は 5限、4年生は 6限に登録される。ただし、作品鑑賞などを含め、合同で授業を行う場合がある

ので、5限と 6限の両方を出席可能にしておくことが望ましい。 

 

夏休みにゼミ合宿を行う。 

 

 

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）  

※定員を超える希望者があった場合、抽選を実施することがある。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業内容 

【3年生】 

ミュージアムは西洋近代に成立し、近代の諸制度とともに非西洋においても様々なかたちで展開して

きましたが、現在の創造活動を紹介し、文脈化する本格的な同時代美術館が登場してからは、まだ一世

紀を経ていません。価値の共有されているものを保存公開するミュージアムの考え方と、いまだ共有さ

れていない現在の創造とは相容れない部分があるために、同時代美術館は社会のなかで相対的な存在と

言えるものですが、その揺れ動いていることこそ、実は可能性として捉えることもできるのです。 

このゼミでは、草創期のミュージアムから、やがて同時代美術館が成立し展開していく過程で、そこ

に収集、展示されたものやイメージがどのように文脈づけられ、そして受容されてきたのかを考えます。

授業では、多様なミュージアムのコレクションの展示、そして企画展を具体的にとりあげ、展示された

時代や地域との関係、アーティストや来館者の関係、批評などをとおして、その意味を掘り下げていき

ます。授業内でも、ミュージアムの見学を行いますが、日頃からさまざまなミュージアムを訪ねて、展

示されたもの、そこで展開していることを観察し、その意味を批評的に考えること、そして将来はミュ

ージアムに関わる仕事を目指す方を歓迎します。ミュージアムを対象として、多様なアプローチでイメ

ージの問題に取り組んでいきましょう。 

 

シラバス 

【3年生】 

 春期と秋期を以下のように考えていますが、進行をみながら調整していきます。 

 春期 第１回 イントロダクション   

    第 2回〜14回 講義と輪読、ディスカッション   

    第 15 回 まとめ 

 秋期 第 1回〜15回 ゼミ論中間発表 

  

 

教科書・参考文献 

【3年生】 

 その都度、教場で指示します。 

 

評価方法 

【3年生】 

   授業への参加度、口頭発表、レポートなどを総合的に評価します。 

担当教員 科目名 

 

新規嘱任教員 

視覚イメージ論ゼミ 

副題：ミュージアムをめぐって 

プログラム：イメージ論 

12 

定員 

 

15名 
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授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

  金曜 ５限 

  ６限まで延長することもあるので、６限には他の授業を入れないで下さい。 

 

ゼミ紹介 

ゼミ合宿を行います。 

 

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。 ○ 

以 上 

 


