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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 



2 

 

 

 

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】 

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 

 

2 
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。 

 

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。 

 

 

 

履修モデル  

以下の講義・演習の受講を希望。 

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・メディア・ジャーナリズム 

 

プログラム：テクスト・文化批評 

3 
定員 

 

10～15名 
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「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、3年は火曜 5限、4年は火曜 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。 

 

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 

4 
定員 

 

15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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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 19世紀の絵画と批評、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。映画はフランスを中心にヨーロッパ映画、ハリウッド 50年代の映画、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、文献読解、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、教場での報告、指導の形で共有しながら、必要に応

じて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。 

 

 

備考 

 映画や絵画について、議論とまではいかなくてもゆるいコメント、あるいはつっこみ（？）を言い合

うのは、それだけで充分意味があるし楽しいことでしょう。けれども他方、授業をしながらいつも実感

するのは、ある人が映画や絵画についてどれくらいのことを書けるかというのは、その人が実際に書い

たものを読まないと決して分からない、ということです。（あまりに当然のことではありますが。）普段

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 

 

5 
定員 

 

10名程度 
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からどれくらい作品を見ているか、関連する本をどれくらい読んでいるか、どういう姿勢で書いている

かということは、たとえ短い文章であってもよくわかります。随時レビューなどの課題を出しますが、

そのつもりで取り組んでください。 

 

 

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： 

※ 絵画・映画・書物（マンガ含む）からそれぞれ最低１つを含む計 5つの作品を選び、それぞ

れについて 400 字程度のレビューを書いて提出。絵画については画家名、映画については監督

名、書物については著者名をまず表記。続いて作品名を表記。続いてレビューを書く、という

形式で。A4、横書き。 

※ 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 

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〝ポスト近代〟の今日、誰しもに開かれていることは、教える僕たち以上に、デジタルネイ

ティヴであるみなさんの方が、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」

はそれ自体として〝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（ある意味

で、「オンライン／ネットワーク環境下の大学（生活）とは」ということも、戸惑いや是非はともかく、

否応なく訪れた「現在」のひとつといえるでしょう）。そのとき「創造（想像）」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 それゆえ、このゼミが求めるのは、「クリエイターになりたい」「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（単に過去のみを是とするのでも、

現代のみを是とするのでもなく、いずれもをよく知り尊重し、それらを知ってなお既存の枠組みを超え

ることの困難と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「言説」「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、を検討することです。 

 

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が出発点です。その探

索のために過去の作品（あくまでも、広義の「コンテンツ」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コンテンツについて考え、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、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）、紙あるいは電子のメディアを作り、それを広める

ため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。オン

ラインでの大学生活がとつじょ始まったなか、とりわけ論系に進級したばかりのみなさんはとまどって

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 世紀のメディアを考える 

プログラム： 編集・ジャーナリズムプログラム 

 

6 
定員 

 

10～15名程

度 
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いることが多いと思いますが、前述のとおり、授業やゼミもふくめたオンラインでの環境や生活につい

て考えることも、広い意味で、このゼミのテーマとつながってきます（実際、オンライン下でどういう

ゼミや授業が可能か、理想かといった話し合いもしていますが、まだ結論は出ていません。とりあえず

この秋からは、オンラインと月 1 回のオフラインゼミを介して、オンラインの参加者とオフラインの参

加者とがどう協調しあえるか、やってみることになっています）。 

 

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、

卒論にむけたテーマを考え、そのための発表を各自が行いつつ、ゲストの話を聞き、ディスカッション

をして、年間に何冊かの（比較的固い）思想書や哲学書を読み、オンラインやオフラインのゼミ合宿な

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（みなさんに目指してほしいと思う）ところのごく一部です。こ

のゼミ自体が、開設から 10年を想定したカリキュラムや目標を持ち、卒業後もなんらかのかたちでかか

わってもらうことを理想としています（そのために、卒業生が 5期に達した 2019 年度から、卒業生のゲ

スト参加を視野に、開講日を木曜から土曜に移動しました）。みなさんがゼミを終え、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。 

 

【参考１】過去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。 

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】過去に本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』、ハイデガー『存在と時間』、カール・マルクス『資本論』、岩井克人『貨幣論』等。 

【参考３】過去の進路・就職先：IT系メディア、印刷会社（大手総合、特化型等）、SE、介護施設、書籍

取次、新聞社（全国紙、地方紙、スポーツ新聞）、ソフトハウス（コンシューマーゲーム、ソ―シャル等）、

大学院、テレビ局（キー局、地方局、制作プロダクション）、留学、流通（百貨店、小売等）、広告代理

店、出版社、公務員、教育（各種学校、予備校）、保険、製薬、生活総合産業、ホテル、ブライダル、ケ

ア産業、WEBサービス、コンサルティング、アニメグッズ企画制作、起業（ゲーム）等 

 

授業内容 

【3年生】基本的には「学ぶ」期間です。個人別の発表を行うほか、後期にはディスカッションの主軸と

なって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」を継続的に議論しつつ、個人テーマの発表を

何度か行い、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。 

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

 

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、例年は夏休みに 2 泊 3 日、春休みに 1 泊 2 日のゼミ合宿があ

りますが、2020 年度は実施せず、かわりにオンラインで勉強会やゲストトーク、読書会などを行ってい

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」「現代文学史 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。就活での欠席は単なる欠席として扱い、公休にはなりません（た

だし、就職活動のサポートは、オンラインオフラインを通じて随時行います）。また、3 年時を終えた履

修状況や本人の志望の変化、留学希望などで、卒研への切り換えや他ゼミへの移籍など、ゼミ履修の継

続について相談するケースがあります。 
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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） 〇 

上記「その他」の内容：2400 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ファイル添付してください。志望

理由書とこの提出物をもとに、10月末頃に志望者ごとに個別の面談を行います。面談は、進路

や学びたいことと教員の指導内容やゼミでの勉強が、志望者にとってベストな組み合わせにな

るかどうかを軸に、15～20分程度の予定です。なお、応募者が定員を上回った場合等は、上記

一回目の面談に加えて、必要に応じて追加の課題提出と二回目の面談（面接）を行う場合があ

ります。なお、二次募集は、一次募集での志望者が 15 名を下回った場合のみ行います。 

以上
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授業内容 

副題からも明らかなとおり、当ゼミでは「街」がたいへん重要な要素になっています。新型コロナ禍

のもとでおこなう２０２１年度の授業でも、やはり「街」の存在は欠かせません。 

もちろん、フィールドワークがなかなかキツい状況にあることは確かです。この募集要項を書いてい

る２０２０年８月下旬現在、状況が画期的に好転する兆しは見えていません。９月以降、そして来年４

月以降も、そうとうな制限、制約は覚悟しなくてはならないでしょう。それを前提に要項を書きます。 

２０２０年度春学期のゼミは、試行錯誤の連続でした。とりわけ緊急事態宣言の出されていた時期は、

外出すらままならないなか、リアルでの顔合わせもすんでいない３年生・４年生合同でのグループワー

クは大変だったはずです（春学期は、北海道・茨城・奈良・福岡・熊本の実家から参加のゼミ生もいま

した）。 

それでも、３６名のゼミ生諸君は頑張ってくれました。リモートでの打ち合わせを重ねながら、ネッ

トで見つけてきた古地図を駆使して街の来歴の物語を綴ったり、マーケティングのＳＷＯＴ分析を使っ

て街をとらえなおしたり、一つの街を舞台にしたリレー小説を編んだり、「ガイドブック」という設定で

デジタル冊子をつくったり……。 

春学期はグループワーク１回、個人ワークを２回おこないましたが、いずれもそんなふうに、キツい

状況のもとでも精一杯の可能性を探り、ベストを尽くした作品をつくってくれました。僕はゼミ生のそ

の姿勢を高く評価し、また、誇りにも思っています。 

 秋学期もシビアな状況ではありますが、４年生はゼミ論に、３年生はさらなるグループワークや個人

ワークに、前向きに取り組んでくれるはずです。試行錯誤を続ける、その過程にこそ、当ゼミにおける

最大の学びがあるのですから（要するに「オレが『正解』を伝授するわけじゃなくて、どんな『問い』

が面白いか、一緒に考えようぜ」ということ）。 

 また、夏休み中は、「合宿ができないんだから、代わりになにかやりたい」というゼミ生からの提案で、

有志参加による『夏の自主ゼミ』を開いています。 

テーマは、「コロナ以降の街づくり」「戦争の記憶をどう受け継ぐのか」「コロナと差別」「自死」「ナシ

ョナリズムとグローバリズム」……いずれも学生みずからが主催して、僕はアドバイザー役（というか

Zoom の部屋の大家さん）でした。僕が仕切る回は「口裂け女とキティちゃん」「自粛警察はウルトラマン

の夢を見るか」というタイトル。ゼミで扱うテーマの幅広さは、タイトルからも窺い知ることができる

かと思います。 

この要項執筆時点で、自主ゼミは３回おこないました。もちろん自由参加で、ゼミ本体との評価とは

まったく無関係の学生主導企画ですが、毎回１０数名の参加を得ています。議論の巧拙や深浅はともか

く、学生たちが「いまの状況と自分」をしっかり考えようとしてくれているのが、ほんとうにうれしい。

さらに９月半ばには、４年生が３年生のアドバイザーになる就活相談会も Zoomでおこなう予定。これも、

リアルではまだ一度も会ったことのない３年生と４年生が「サマーインターンのこと教えてください」

「じゃあみんなでやろうか」という感じで盛り上がって開催が決まったのです。 

 そういう雰囲気のゼミです。「いい先輩たちが待ってるよ！」と胸を張って申し上げたい。 

担当教員 科目名 

 

重松 清 

ノンフィクション・創作ゼミ 

副題:街と時代と私を描く 

プログラム： 編集・ジャーナリズムプログラム 

7 
定員 

 

１５名程度 
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皆さんをお迎えする２０２１年度、新型コロナはどうなっているのか。少なくとも、極端に楽観的な

予測は立てるべきではないでしょう。現場感覚を重んじる当ゼミにとっては逆風が続きます。しかし、

その中でも、やれること、やりたいこと、やるべきこと……ひっくるめて「面白いこと」を、ともに探

っていきませんか。「やれないこと」を数え上げてただ嘆くのではなく、そこにどんな突破口を見いだす

か。前向きなたくましさを持った人の参加を心待ちにしています。 

また、２０２０年度の春学期は、個人ワークとグループワークに加えて、日記も書いてもらいました。

３６名を６人ずつ６つの班に分けて、１つの班が６日分書いて提出、次の班にリレー。その中から僕が

１日につき２本の日記を選んで、無記名で並べる。すると、ばらばらの日常の寄せ集めの日記から、「新

型コロナ禍を生きる若い世代」の姿がたちのぼってくる。すでに、のべ７００日を超える日記＝日常の

記録が集まっていますが、すごく面白いので、これは秋学期はもちろん、皆さんをお迎えする２０２１

年度にも続けたいと思っています。ざっくり「１ヶ月半に一度、６日連続書く」というペースです。当

ゼミに入ったら、もれなく日記がついてくる、とお考えください。 

さらに、学年末にはゼミ誌『東束（とうそく）』もつくります。この４月につくった第２号は、こんな

表紙です。執筆、編集、デザインなど、すべてゼミ生自身がおこないます。 

 

 

  

シラバス 

上記のような事情ですので、コロナの状況を鑑みつつ、臨機応変に進めていきます。プレゼンやレポー

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、ゼミ参加が決まったあと、４月の授業開始までに、何度かガイダン

スをおこないます。日記のリレー執筆もあるので、やるべきことは決して少なくはありません。 

 

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。 
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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。 

 

関連 URL 

２０２０年度のゼミ募集の際に２０１９年度のゼミ生がつくってくれたＰＶがあるので、雰囲気が少し

わかるかもしれません。 

https://www.youtube.com/watch?v=yplOIjJn7gE&feature=youtu.be 

 

あと、Web マガジンに紹介されたときの記事も。 

http://waseda-ad.com/wasead/interview/meibutsuzemi/ 

 

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。 

 

ゼミ紹介 

「文芸・ジャーナリズム論系」の中での当ゼミの立ち位置は「・」の部分かもしれません。つまり、文

芸＝創作・批評と、ジャーナリズム＝ノンフィクション・ドキュメンタリーの両方に足を掛けたゼミで

ありたいと思っています。僕自身、小説を書く一方で、雑誌の仕事で長年メシを食ってきて、一千本を

優に超える数の記事を書き、またテレビやラジオのドキュメンタリーは３０作近く参加してきました。

そんな自分が現場から得てきたことを少しでも若い世代にお伝えしたくて開講したゼミです。 

 ２０１８年４月に始まって、現在の３年生が３期生。いままで参加してくれた４０人近いゼミ生の指

向性はそれぞれです。ゼミ論で小説を書いた人もいればルポルタージュを書いた人もいる。いわゆる「勉

強」以外でも、演劇をやっている人、映画を撮っている人、ボーカロイドで作詞作曲をおこなっている

人、ミニコミ誌の編集長、企画サークルの幹事長……。進路も、当然、さまざまです。１期生は、都庁

職員、埼玉県中学校教員、映像制作会社、広告代理店、システムエンジニア、損保、Web メディア、出版

社などに就職。２期生も、いまは内定の段階ですが、新聞、出版社、ゲーム、広告代理店、シンクタン

クなど多岐にわたっています。つまりは、いろんな人がいるからさ、ウェルカム、ということ。 

 皆さんの学年は、そんな創作・ノンフィクションゼミの４期生になります。そして、おそらくは、当

ゼミの最後の学生にもなるでしょう。 

 僕は任期付きで採用された教師です。その任期が現時点では２０２３年３月までなので、皆さんが卒

業するのと同じタイミングで、僕も早稲田を（名残惜しいけれど）去るわけです。 

 現状では５期生（２０２４年３月卒業）の募集はしないつもりです。つまり、４期生には後輩がいな

い。それをどう見るか。 

「後輩がいないのでは寂しいから、つまらない」という受け止め方もあるでしょうし、「３年生がいない

ぶん、４年生ではゼミ論にじっくり取り組める」という考えも成り立つでしょう。 

https://www.youtube.com/watch?v=yplOIjJn7gE&feature=youtu.be
http://waseda-ad.com/wasead/interview/meibutsuzemi/
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いずれにせよ、「後輩がいない可能性が多分にありますよ」というのは事前にお伝えしておきます。当

ゼミを志望するかどうか考えるにあたって、それを踏まえておいてください。 

 

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 

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：現在の３年生と４年生に、夏休みの課題として、以下のものを書いて

もらっています。 

＊＊＊＊ 

『始まらなかった祭りのあとで』という通しタイトルのアンソロジーに収録する作品を書いて

ください。五輪が延期になり、街から外国人観光客の姿が消えてしまった２０２０年夏から初

秋のニッポンが感じられる作品です。小説、エッセイ、ルポルタージュなんでもＯＫ。ただし、

「２０２０年という時代と、舞台にした現実の街と、それを描く自分自身がしっかり感じ取れ

るもの」を。タイトルとの関連も意識して。文字数は４０００〜８０００Ｗ。 

＊＊＊＊ 

 皆さんも同じ課題に挑んでください。文章の文学的な巧拙ではなく（ただし正確な文章は求

めます）、「どんな街を選んだか」「タイトルと作品がどういう響き合いを見せるか」のセンスや、

いまを見つめる問題意識を大きなポイントにします。 

MyWaseda「申請フォーム」からゼミ申請を行う際に、併せて wordのファイルを添付してくだ

さい。書式は「Ａ４用紙のヨコ置きで、文章はタテ書きの１段」を厳守。 

 また、志望してくれた人には、後日、いくつかの指示を出します（面接の日程調整など）。そ

れをしっかりとチェックしてください。お願いしたことを確実にやってくれるかどうかも、重

要な評価軸です。作品の書式も同様。うっかりミスで、せっかくのご縁を自ら手放してしまう

ことのないよう、ご注意ください。 

以 上 
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授業内容 

【3年生】【4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」に正確に聞き届けること。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】【4年生】 

 授業は、以下の 2つのやり方を適宜組み合わせながら行ないます。 

1） 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。 

2） 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。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。 

 

教科書 

【3年生】【4年生】 

授業時に指示。 

 

参考文献 

【3年生】 

授業時に指示。 

 

【4年生】 

授業時に指示。 

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

担当教員 科目名 

 

小野 正嗣 

 

翻訳・批評ゼミ２ 

副題:翻訳を通じて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 

8 
定員 

 

10〜15名 

程度 
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平常点及び課題によって評価。 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

 3年生は金曜日 3限、4年生は金曜日 4 限に登録されますが、金曜日の 3限に 2学年合同の授業を行な

います。ただし論文指導（とくに 4年生）などで延長することがありますので、4限目も出席可能な体制

を取ってください。 

 

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： 

※約 1〜2頁の英文テクスト（課題）のタイトルと本文を日本語に翻訳すること。 

※書式：Ａ４、縦書き厳守。 

※課題の受け取り方法：以下のリンクよりダウンロードすること。 

https://www.waseda.jp/flas/cms/assets/uploads/2020/08/cmscwc.pdf 

 

※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。 

 以 上 

https://www.waseda.jp/flas/cms/assets/uploads/2020/08/cmscwc.pdf
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授業内容 

【3年生】【4年生】 

このゼミでは生徒たちと 1年間かけてゆっくりとガブリエル・ガルシア＝マルケスの『百年の孤独』（原

文 1967/ 鼓直訳 1972、新潮社）を読みながら、この作品が影響を受けている世界文学の作品（つまり

1967 年以前の作品）と、この作品が影響を与えた作品（つまり 1967 年後に書かれた作品）を読み、翻訳、

文学の流通、作家同士の間のインスピレーションなどのテーマを念頭に置きながら、世界文学について

考察します。『百年の孤独』をあくまでもケーススタディとしながら、20 世紀と 21 世紀の世界文学の流

れとトレンドを俯瞰し、「世界文学」の作品の特徴について考えながら、生徒たちと世界各地の様々な文

学作品を読んでいきたいと思います。 

20 世紀の世界史について学びながら、世界文学の作品を読むとはどういう問いに生徒たちと考えます。

２年間かけて生徒たちの読書量を増やすとともに、文学を体系的に読むこと、歴史と社会と結びつけて

読むこと、文学とジャーナリズムの境界線について考えることを目指していきたいと思います。文学を

楽しく読みつつ、批評的にも読むという習慣と能力を培うように努力します。 

 毎回の授業は、担当教員による講義、そして参加者全員による作品鑑賞と発表を軸に行います。 

基本的に 3 年生は、ゼミ論のテーマを見つけるために、授業で講義する作家たちの内、できるだけ多く

の作家たちの短編作品を読み、読書感想を述べる発表をします。『百年の孤独』を一年にかけてゆっくり

（できれば数回）読む時期と考えてください。 

4 年生は、担当教員が講義する作家たちの内、一人の作家の長編小説を選び、丁寧に読み、4 年次の春

学期の終わり頃にその作品についての発表を行い、秋学期はゼミ論の執筆に着手し、その作成と推敲に

集中していただきます。その時期に、必要に応じて個別の指導も行います。 

このゼミの目的は、世界文学を読む能力を身につけることです。世界文学とは、一つのことやカノンで

はなくて、皆様個々が持っている世界観と文学観に基づいた作品群のことである、と私は思っています

から、履修生たちには、このグローバルな時代において社会人になってから文学作品の読書をより濃密

に、より楽しく、より充実に愉しむ社会人になっていただけたらと思います。 

 

シラバス 

【3年生】【4年生】 

 

4 月 フランスの文学空間とシュルレアリスム 

 1940 年代-1950 年代のフランスの文学空間 カミュ、サルトルの文学 

5 月 パリから出発した２０世紀のアメリカ文学 ヘミングウェイ、フィッツジェラルド、そしてフォー

クナー 

６月 ボルヘスの謎 アルゼンチン出身の短編小説の巨匠ボルヘスとガルシア＝マルケス 

 1950 年代のメキシコ映画 

7 月 1960年のラテンアメリカブーム バルガス＝リョサ、コルタサルの作品と比べて 

担当教員 科目名 

 

新規嘱任教員 

 

世界文学研究ゼミ 

副題: 世界文学の文脈から見る『百年の孤独』とマジカル・リアリズム 

プログラム：テクスト・文化批評 

9 
定員 

 

10〜15名 
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10 月 グローバルサウスの「マジカル・リアリズム」チヌアアチェベの『崩れゆく絆』 

  グローバルサウスの「マジカル・リアリズム」サルマン・ラシュディの『夜中の子供たち』 

11 月 アジア文学とガルシア＝マルケス 中国の莫言との関係 

12 月 村上春樹はマジカル・リアリズムなのか？ 

1 月 アジア文学とガルシア＝マルケス 日本におけるガルシア＝マルケス 寺山修司の『さらば箱舟』、

古川日出男『偽ガルシア＝マルケス 』 

 

※上記以外に、受講者の発表会とゲストスピーカーによる特別講義を適宜開催します。状況により、1泊

2 日の合宿も行う予定です。 

 

教科書 

【3年生】ガブリエル・ガルシア＝マルケス『百年の孤独』『予告された殺人の記録』、  

その他、授業時に指示。 

【4年生】同上 

 

参考文献 

【3 年生】 『世界文学へのいざない―危機の時代に何を、どう読むか』小倉孝誠編著 

その他、授業時に指示。 

【4 年生】 同上  

 

評価方法 

【3年生】【4年生】 

平常点及び課題によって評価。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。 

その他、発表と報告、そして期末リポートもあります。4年生に関しては、ゼミ論のドラフトを期末リポ

ートとして評価する。 

 

関連 URL 

 

このゼミで実行する世界文学の読み方の例として、以下のブログをご覧ください。 

 

デイヴィッド・ダムロッシュのブログプロジェクト「八十冊世界一周」(Around the World In 80 Books)  

https://projects.iq.harvard.edu/80books/itinerary （旅程） 

https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog （ブログ） 

https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog/july-21-murasaki-shikibu-tale-genji（『源氏物語』） 

https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog/july-23-yukio-mishima-sea-fertility (三島由紀

夫) 

 

 このゼミの履修を考えている学生は、ご参考に上記リンクの「文学旅程」を読み、世界文学のこのよ

うな読み方に少しでも魅力に感じたらぜひ履修してください。  

 

https://projects.iq.harvard.edu/80books/itinerary
https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog
https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog/july-21-murasaki-shikibu-tale-genji
https://projects.iq.harvard.edu/80books/blog/july-23-yukio-mishima-sea-fertility
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授業実施曜日・時限（予定） 

【3年生】 

月曜日・３限と 4 限 (4年生と 2時限連続で行う) 

【4年生】 

月曜日・3限と４限 (3年生 2 時限連続で行う) 

 

3 年生は 3 時限、4 年生は 4 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、 3

時限と 4 時限とも、ゼミのために空けておく必要があります。（なお、2020 年度は 3 年生の履修から始

まるため、４限は主にドキュメンタリーと映画の鑑賞などをする予定です） 

 

ゼミ紹介 

 

・無邪気に文学作品を読む姿勢から、世界文学や翻訳研究の視点を取り入れて読むことによって、より

豊かかつ深みのある文学作品の読み方ができる読者の育成を目的とするゼミにしたいと思います。それ

によって、授業のディスカッションで積極的に参加できる生徒の履修を希望しています。 

 

・文学だけではなく、世界史、世界政治、地政学、世界経済などにも関心がある好奇心旺盛な生徒の履

修を特に希望しています。 

 

 

備考 

 

・本はそんなに読まないけど、読む習慣を身につけたい、という学生の履修も大歓迎です。 

 

・基本的に授業で読む世界文学の作品の全ては邦訳での作品になりますが、生徒の言語能力に応じて、

フランス語、スペイン語、ポルトガル語、英語、中国語、韓国語で書かれたテクストについての発表、

報告、レポートなどの提出も可にするだけではなく、むしろ大歓迎します。できるだけ世界中の様々な

文学に関心のある生徒たちの履修を希望します。 
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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） ○ 

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： 

 

※ 別紙で以下の書類を作成。 

 

・ 自分が今まで読んできた文学作品（日本文学と海外文学を合わせて）の中から、自分のベ

ストファイブ。 

・ 自分が卒業後、社会人になったら、いつかは読んでみたいと思っている文学作品のトップ

ファイブ 

・ 自分が小説家ならば、既存の日本文学・世界文学の作品から、書きたかった文学作品を５

つ。 

 

上記のリストのそれぞれの項目について、短い文章で、なぜ魅力的なのかの説明文も書いて提

出。この形式で、A4、横書きで、できるだけ 1-2ページ以内に収まる範囲で。 

 

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

以 上 
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授業内容 

 このゼミでは、多様なフェミニズム批評やクィア批評の分析方法について学びます。対象とするのは、文学テク

ストのみならず、少女漫画、ボーイズラブ（BL）、2.5次元演劇などのサブカルチャーも含みます。 

 春学期には、文学や文化を分析的に読むための方法や理論について、文学理論の教科書『クリティカル・ワード 

文学理論―読み方を学び文学と出会いなおす』（フィルムアート社、2020）を読み、批評に必要な基礎的な知識や方

法を学びます。秋学期には、それらを発展させて、各自の興味関心やゼミ論文でとりあげたいテーマにあわせた文

献を読んでゆきます。それと並行して、批評的な視点から創作を行いたい人は、ぜひとも、詩歌、小説、漫画など

の創作をしてください。批評と創作を繋いで、考えることと創ることの双方を経験してもらえればと思っています。 

 このゼミを選ぶにあたって、みなさんに知っていてほしいことは、21 世紀になった現在においても、世界中で、

差別や憎悪の連鎖はやまず、社会的な不均衡が広がっているということです。フェミニズムやクィア批評は、性、

身体、欲望の規範的なあり方を問い、ある人々に暴力や死の危機がより多く配分されるのはなぜなのかについて考

えてきました。女性やセクシュアル・マイノリティ、人種的・民族的マイノリティ、障がいを持った人びと、貧困

のただ中にある人びとなど、声を持たなかった人々が批評や創作に携わるようになり、これまでの言葉を刷新し、

新しい表現が必要とされています。このゼミから、フェミニズム、クィア批評の視点に立った批評家や作家が生ま

れることを願っています。最後になりますが、このゼミでは、フェミニズムが目指してきた、平等で、ジェンダー

差別がなく、安心して、すべての学生が学べる学習環境を整えるための努力を行うことを約束します。すべての学

生が、ハラスメントにさらされることなく、学習、研究、創作に打ち込める環境を整備します。 

 

シラバス 

・春学期 

前半：文学理論について学びます。教科書は、三原芳秋、渡邊英理、鵜戸聡編『クリティカル・ワード 

文学理論―読み方を学び文学と出会いなおす』(フィルムアート社、2020)です。後半：フェミニズム、

クィア批評の論文、短編小説、ノンフィクションやドキュメンタリー、少女漫画やボーイズラブの短編

作品を読み、議論します。詩歌の実作し、合評会をする回もつくれればと思います。 

 

・秋学期： 

【3年】論文の書き方を演習形式で学びます。 

【4年】演習にも参加してもらいますが、ゼミ論文の個別面談をして行きます。 

 

 

教科書 

三原芳秋、渡邊英理、鵜戸聡編『クリティカル・ワード 文学理論―読み方を学び文学と出会いなおす』

フ ィ ル ム ア ー ト 社 、 2020 、 本 体 2,200 円 ＋ 税 ｜ ISBN 978-4-8459-1932-1 

http://filmart.co.jp/books/novel/bungaku_riron/ 

 

担当教員 科目名 

 

新規嘱任教員 

 

文芸研究・批評ゼミ１ 

副題: フェミニズム、クィア批評の実践と創作 

プログラム： 

10 
定員 

 

10〜15名 

程度 

http://filmart.co.jp/books/novel/bungaku_riron/
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評価方法 

春学期： 

3 年：文献講読・発表 50%、学期末課題 50%、 

4 年：文献講読・発表 50%、学期末課題 50% 

 

秋学期： 

3 年：文献講読・発表 30%、ゼミ論構想発表 20%、学期末課題 50% 

4 年：文献講読・発表 30%、ゼミ論構想発表 20%、学期末課題 50% 

 

 

授業実施曜日・時限（予定） 

月曜日５限に行います。ただし、6限にゼミ論の指導を行うことがあります。 

 

 

履修モデル 

講義科目「文芸批評理論」、「文学とジェンダー」、演習科目「ジェンダーの視点からみた世界文学」、「テ

クスト論(表象論)」のうち、いずれかを履修することが望ましい。 
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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)  ○  

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： 

①2020 年の第 92回アカデミー賞で、ホアキン・フェニックスが Best Actor 賞を受賞した際の演説を

聴いて、このスピーチのポイントは何かまとめ、このスピーチから受けとめたことを 1,200文字程度で

書いてください。 

・Joaquin Phoenix wins Best Actor」2020/03/12 https://youtu.be/qiiWdTz_MNc 

・全文および日本語訳は、「【全文訳】アカデミー賞 2020ホアキン・フェニックスの痛烈な主演男優

賞受賞スピーチ」Elle girl、Translation: Oh Ryoko、2020年 2月 10日で読めます。 

https://bit.ly/33bxELa 

②フェミニズム批評やクィア批評について知っていることを 600文字程度でまとめてください。  

word などのファイルを添付してメールにて提出してください。 2次選考期間の 11月 13日（金） ～     

11 月 23日（月）のあいだに、15分程度の個人面接を zoom にて行います。面接日時や時刻、面接方法

は個別にお知らせします。必ず確認してください。 

 

 

https://youtu.be/qiiWdTz_MNc
https://bit.ly/33bxELa

