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文芸・ジャーナリズム論系 
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・⾔葉を使って考え、伝え、知る。⼈類のあらゆる営みの基盤
であり源泉である「ことば」――その優れた使い⼿になることが
この論系の⽬標です。 
 

・創作や批評を志す⼈はもちろん、本の制作や流通のプロを
⽬指したり、新聞や雑誌等のメディアに携わりたい⼈、さらには
それ以外のジャンルで社会に出るために必要な幅広い意味で
の「ことば」の技術を学びたい⼈、そんなみなさんに開かれてい
ます。 
 

・「書くこと」「読むこと」「編むこと」そして「知ること」――各ジャ
ンルの第⼀線で学内外を横断して活躍する教員たちが、プロ
だから知るプロへの道を⽰します。 

 

・ゼミや卒業研究では、創作・評論（⼩説や演劇、⾳楽等
の作品論、現代思想、メディア論、社会批評そのほか）・翻
訳など、幅広い対象を扱うことができます。 
 
・卒業後の進路は、⼩説家・詩⼈・劇作家等の実作者や批
評家・翻訳家をはじめ、記者や編集者等の専⾨職、ライタ
ー・校正者・書店や取次店等、本に関連した職業、映画会
社・ゲーム会社などの製作系業種から、銀⾏や IT・百貨店
等の⼀般企業まで多岐にわたります。 
 
・より専⾨に特化した修⼠課程（⽂学研究科現代⽂芸コー
ス）でさらに学んだり、他⼤学や他コースの修⼠・博⼠課程に
進み、研究者への道を歩むことも可能です。

読
む 書

く 編
む 

の 

﹁
プ
ロ
﹂
に
な
る 

 
     ゲームを作る  ⼩説を書く              書店を作る  広告を作る 
              詩を書く                         家族を作る 

ブログを書く 
⼿紙を書く 

                          

            恋⽂を書く                  会社を作る 
記事を書く             社会を作る 

⼿の内を読む     空気を読む 

  映像を「読む」          ⾮⽂字⽂化を読む 
外国語を読む   構造を読む 

 
 翻訳する        装幀をする 

                             本を作る 
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２年生 

学外でも多彩に活躍する専任教員たち（p. 4 参照）による充実した演習や講義に加え、さまざまなジャンルで活躍する現役ク

リエイターや批評家・研究者・実践者たちを非常勤講師として招聘。創作や批評、研究にかかわる授業から、メディアの歴史を

編集、装丁などの実践的な授業、さらには芸術やコンテンツをめぐるオリジナリティ溢れる講義まで、「ことば」を軸にした多彩

な科目が集まっています。 

【演習科目の一例】 【講義科目の一例】 【非常勤講師】 

小説表現 

短詩型表現 

シナリオ表現 

同時代文学論 

メディアと文芸 

サウンド批評論 

イメージと批評 

編集実践 

ライターという仕事 

思想と文学 

横断文学論 

翻訳表現 

比較翻訳論 

ジャーナリズム論 

翻訳文化論 

児童文学 

マイナー文学論 

ウェブ文化論 

文学とジェンダー 

文芸批評理論 

装丁と文学 

音楽文化論 

非文字媒体論 

近・現代ジャーナリズム論 

編集論 

暴力と文学 

書店文化論 

 

佐々木敦（批評家） 

陣野俊史（文芸批評家） 

久米依子（少女小説研究） 

堀千晶（フランス文学者） 

滝口悠生（小説家） 

小田嶋隆（コラムニスト） 

奥定泰之（デザイナー・装丁家） 

和久田頼男（演劇批評家・編集者） 

内田兆史（ラテンアメリカ文学者） 

安部達雄（お笑い芸人・日本語学者） 

和田忠彦（イタリア文学者） 

佐藤未央子（日本文学者） 

森井良（フランス文学者） 

 

３、４年生  （３年次から「ゼミ」か「卒業研究」を選択します。） 

【ゼミ】 

３年次から２年連続で履修します。様々な分野の一線で活躍する

教員が、普段の講義だけでは体験できない学問的な刺激を与えます。 

ゼミは最終的にゼミ論文を書くことで修了します。 

①創作系ゼミ 芳川ゼミ 小説  【ゼミ論文のテーマ例】 

 堀江ゼミ 小説・詩  ・創作 小説、詩 

・翻訳 

・作家論 

阿部和重、松浦理英子、古

井由吉、星野智幸、内田百

閒、川端康成、魯迅…etc 

・サブカルチャー論 

「セカイ系から見るゼロ

年代考」…etc 

・映画論 

「ゼロ年代におけるベス

トセラー映画化の変遷」

「『イージーライダー』論」 

 

・演劇論 

平田オリザ、柴幸男 

ソーントン・ワイルダー 

ユージン・オニール…etc 

・出版文化論 

「〝つながり〟としての書店」

「雑誌『ランナーズ』に現れる

「走る女性」」「梅原北明と高橋

鐡」…etc 

・社会文化論 

「日本における電子書籍の過

去・現在・未来」「東日本大震災

に お け る 出 版 メ デ ィ ア 」

「『CUTiE』とストリートファッ

ションの変容」…etc 

 重松ゼミ ノンフィクション 

   

②批評系ゼミ 岩川ゼミ フェミニズム、クィア批評 

 北村ゼミ 美術・映画 小沼ゼミ 音楽 

 十重田ゼミ 日本近代文学 

 アスアヘアラモゼミ 世界文学論 

   

③翻訳系ゼミ 小野ゼミ  

 松永ゼミ  

   

④編集・メディア系ゼミ 市川ゼミ  

【卒業研究】 

卒業研究は 4 年次の 1 年間をかけて論文を仕上げますが、文ジャ

では「前年度指名制度」を利用することで、希望者は３年次から担

当教員を決められるため、２年計画での卒業研究も可能です。教員

と相談しながら、自分のペースで論文を仕上げることができます。

好きな演習を履修し、気になる講義やゼミにモグり、卒業後の社会

で生き抜く力をつけることを目指します。 

【卒業研究のテーマ例】 

・作家論 夏目漱石、樋口一葉、谷崎潤一郎、江戸川乱歩 

久生十蘭、中上健次…etc 

・マンガ研究 萩尾望都、市川春子…etc 

・外国文学 トールキン、シートン動物記 

・音楽批評 アメリカのルーツ・ミュージック 

・翻訳 英字新聞の翻訳…etc 
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卒業生と進路 

文ジャの卒業生の大半は就職していきま

す。他の論系や学部と比較して、出版関係、

新聞社、雑誌社へ就職する人の数が群を抜

いて多いことは文ジャの特色でしょう。 

また「書くこと」を志して、創作に時間

をとれる公務員などの職業を選んだり、校

正やライターなど、フリーランスとして活

動を始める人（在学中にそうしたアルバイ

トを始めてそのまま就職したり、プロの物

書きとしてデビューする人も一部にはいま

す）、あるいは「読むこと」や「編むこと」

を仕事とするべく、書店、書籍取次などの

出版関係の職業に就く人、広告代理店やテ

レビ・ラジオ局など、広義のマスコミで働

く人も大勢います。 

一方、人数的に一番多いのは、銀行や一

般企業に就職する人ですが、そういう卒業

生たちも、各業種それぞれのなかで、広報

や宣伝企画などの「書くこと」にかかわる

部署に就いたり、売り場を構成したりゲー

ムを作ったり、この論系で学んだ技術や哲

学をさまざまな分野で生かしています。そ

のほか、教職課程を履修して中学や高校の

教員や、大学院に進んで研究職に就く選択

肢もあります。 

 

しかし仕事だけが人生ではありません。

文ジャの卒業生は、文ジャで出会えたこと

ばを指針とし、糧とし、支えとして、それ

ぞれの進路を歩んでいます。そんなことば

に遭遇し、格闘できるのが、文ジャです。 

【卒業生の主な進路】 
【卒業生にはこんな人が】 

（文芸専修時代を含む） 

小学館 

講談社 

集英社 

エンターブレイン 

ＫＫベストセラーズ 

大空出版 

高橋書店 

読売新聞 

日本経済新聞 

産業経済新聞 

共同通信 

北海道新聞社 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

毎日コミュニケーションズ 

コーエーテクモホールディン

グス 

東宝 

ソニーミュージック 

BookLive 

ドワンゴ 

楽天 

ＮＴＴ東日本、KDDI 

ソネット・メディア・ネット

ワークス 

ジュンク堂 

三省堂 

日本出版販売 

トーハン 

共同印刷 

富士通 

三菱東京ＵＦＪ銀行 

東京セキスイハイム 

日本電気 

野村不動産 

中村屋 

早稲田大学大学院文学

研究科 

同政治学研究科 

法科大学院 

東京大学大学院 

東進 

ＡＢＣクッキングスタジオ 

東京都庁 

労働省 

東京都議員 

会計検査院 

三越伊勢丹 

イオンリテール 

三井物産 

明治安田生命保険 

東京電力 

劇団四季 

フィールズ 

神奈川中央交通 

サウンドハウス 

アマゾンジャパン 

ＪＡ越谷市 

日本中央競馬会…etc 

小説家 

青木淳悟 『私のいない高校』で三島賞 

朝井リョウ 『何者』で直木賞 

小川洋子 

『博士の愛した数式』で本屋大賞 

角田光代 『対岸の彼女』で直木賞 

栗本薫 

『グイン・サーガ』で日本 SF 大賞特別賞 

立松和平 『道元禅師』で泉鏡花賞 

星野智幸 『俺俺』で大江健三郎賞 

三田誠広 『僕って何？』で芥川賞 

 

詩人 

荒川洋治 『空中の茱萸』で読売文学賞 

川口晴美 『半島の地図』で山本健吉賞 

 

映画監督 

是枝裕和 

『誰も知らない』『そして父になる』 

『万引き家族』 

 

劇作家 

成井豊 劇団キャラメルボックス 

 

論系室 

33 号館 704 号室の文芸・ジャーナリズム論系室は、月曜日から金曜日の 12 時から

18 時まで開室しています。授業で使う資料の印刷、書籍・文芸誌・専任教員の著書の

閲覧、昼食、自習など、様々な目的に使えます。文ジャの雰囲気が知りたい！どの論

系にいくか決められない！という方はお暇なときに論系室に立ち寄ってみてくださ

い。履修や進級に関する質問や論系についての疑問には助手ができるだけ丁寧にお答

えします。論系室ではお茶やお菓子も用意してありますので、文ジャに少しでも興味

のある学生さんは気軽に覗いてみてください！ 

 

→新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年度の文芸・ジャーナリズム論系室は現在のところ閉室を予定しております。

お問い合わせは、文芸・ジャーナリズム論系お問い合わせアドレス（bungeijournalism3238@gmail.com）までご連絡くだ

さい。なお、開室が決まった場合は文芸・ジャーナリズム論系ホームページ（http://bungeijournalism.net）にてお知らせい

たします。 
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著書に『芥川賞はなぜ村
上春樹に与えられなかった
のか』『紙の本が亡びると
き︖』他。『早稲⽥⽂学』
製作総指揮として川上未
映⼦や⿊⽥夏⼦を輩出。
「王様のブランチ」のブックコ
メンテーターも務めた。 
 

⼩野正嗣 
教授／フランス⽂学・創作 
翻訳・批評ゼミ２ 
 

 

 

市川真⼈ 
准教授／現代⽂学批評・メディア論 
編集と批評ゼミ 
 著書に『九年前の祈り』、

『にぎやかな湾に背負われ
た船』他。カリブ海やアフリ
カの仏語圏⽂学を研究す
る傍ら、数多くの⼩説を発
表。アキール・シャルマ、ポ
ール・ニザン等翻訳も多く
⼿がける気鋭の⽂学者。
に 
 

北村陽⼦ 
教授／フランス近代美術批評・諷刺画・映
像 テクスト読解・批評ゼミ 3 
 訳書にサミュエル・フラー

『映画は戦場だ︕』、論⽂
に「紙⾯のヴィジュアル・ア
ート」他。作品の毀誉褒
貶の成り⾏きを「プロの批
評家」より「本来の素⼈」と
して観察すべく回り道をゆ
く⽂ジャの良⼼。 

⼩沼純⼀ 
教授／現在の⾳楽⽂化 
テクスト読解・批評ゼミ 2 
 

著書に『武満徹 ⾳・こと
ば・イメージ』『本を弾く 来
るべき⾳楽のための読書ノ
ート』他。NHK「“スコラ”坂
本⿓⼀ ⾳楽の学校」ゲ
スト講師や⾳楽の百科事
典『コモンズスコラ』の選
曲・執筆に加え、詩⼈とし
ても多彩な活動を⾏う。 
 

⼗重⽥裕⼀ 
教授／モダニズム⽂学・⽇本近代⽂学と映
画 ⽂芸研究・批評ゼミ 2 

著書に『〈名作〉はつくられ
る』『横断する映画と⽂
学』他。⽂芸作品が書き
⼿から読み⼿に届くまでの
過程を具体的な資料に基
づいて考察している。早稲
⽥⼤学だけでなく UCLA
やコロンビア⼤学など国外
の⼤学でも教鞭をとる。 
 

堀江敏幸 
教授／創作〔⼩説・批評・エッセイ〕 
批評・創作実践ゼミ１ 
 

著書に『熊の敷⽯』『雪沼
とその周辺』他。⼩説家と
して芥川賞はじめ数々の
賞を受け、近年は⼩林秀
雄賞や⾕崎潤⼀郎賞等
の選考委員も務める。最
年少直⽊賞作家・朝井リ
ョウは堀江ゼミ出⾝。 
 

松永美穂 
教授／ドイツ語圏の現代⽂学 
翻訳実践・批評ゼミ 2 
 著書に『誤解でございま

す』、訳書にペーター・シュ
タム『誰もいないホテルで』
他。翻訳を⼿がけたベルン
ハルト・シュリンク『朗読者』
は、翻訳書としては異例の
ベストセラーになるなど、翻
訳家のトップランナーのひと
り。 
 

マヌエル・アスアへアラモ 
准教授／ラテンアメリカ⽂学・世界⽂学論 
世界⽂学研究ゼミ 
 論⽂に「翻訳(不)可能な

詩学と環太平洋的な翻
訳 のネ ッ トワー ク 」（英
⽂）他多数。多⾔語を
操り、翻訳論と世界⽂学
研究の視点から現代ラテ
ンアメリカ⽂学を中⼼に⽇
本をはじめとした他国での
形成プロセスを読み解く。 

芳川泰久 
教授／フランスと⽇本の近現代⽂学 
批評・創作実践ゼミ 2 
 著書に『『ボヴァリー夫⼈』

をごく私的に読む』『謎とき
『失われた時を求めて』』
他。仏⽂学者として多数
の訳書・研究書を持つ⼀
⽅、⽂芸批評から⼩説創
作、果ては体当たり取材
までこなす多才のひと。 
 

重松清 
教授／作家 
ノンフィクション・創作ゼミ 

著書に『ナイフ』『エイジ』
『ビタミンＦ』『流星ワゴン』
『⼗字架』『ゼツメツ少年』
他。だれもが⼀度は読んだ
ことのある名作を、次から
次に⽣み落とす⼩説の名
⼿が、早稲⽥でまさかの教
授になって教鞭をとる︕ 

尾崎真理⼦ 
教授／近現代⽂芸ジャーナリズム論、現代
作家論 

著書に『現代⽇本の⼩
説』、『ひみつの王国 評
伝⽯井桃⼦』他。芸術選
奨⽂部科学⼤⾂賞など
受賞多数。読売新聞記
者として⻑く⽂芸時評を担
当し編集委員も務めた。
時代の⽂学に切り込む取
材や評論に定評がある。 
 

共著に『BL の教科書』、
『⽂学研究から現代⽇本
の批評を考える』他、論⽂
多数。「トラウマと記憶」を
テーマに、⽇本近現代⽂
学、⽂芸批評、フェミニズ
ム、クィア・スタディーズ、サ
ブカルチャー研究と幅広い
領域において活躍。 

岩川ありさ 
准教授／⽇本近現代⽂学、⽂芸批評、クィ
ア・スタディーズ ⽂芸研究・批評ゼミ１ 
 

澤直哉 
講師（任期付）／20 世紀ロシア⽂学 

著書に『花を釘となす⼈︓
菊地信義に』、共著に『⾔
語と美術︓平出隆と美術
家たち』展図録。専⾨はオ
ーシプ・マンデリシタームを
中⼼とする 20 世紀前半
のロシア⽂学。授業は「出
版⽂化論」を、演習は「同
時代⽂学論」などを担当。 


