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授業の目標（Course Objectives） 

・「メロドラマ」―罪なく徳高い犠牲者をめぐる善と悪との二元論的対立を、センセーショナリズムとセンチメンタリズム満載で展開

するドラマ―の様式及び想像力は、１９世紀以降、国境、世代、メディア、ジャンルの境界を超えて伝播し、多様なヴァリエーション

を生み出してきた。この授業では、英語圏における文化研究の重要な概念のひとつとなっている「メロドラマ」の概要を学び、か

つ、第二次世界大戦後日本のマンガ及びアニメにおけるメロドラマ的な様式と想像力について考察する。 

・異なる地域、異なるメディア・ジャンルの繋がりを、先行論に即して把握し、かつそこに個別の作品がどのように位置づけられる

かを、適切な根拠に基づいて検証する。 

・大衆的エンターテインメントとしての視覚的ジャンルにおける「倫理・道徳」のありかたについて分析し、言語化するための知識と

スキルを身につける。 

 

・The style and imagination of "melodrama" - the dramatic-narrative mode that describes Manichean conflict between good and 

evil focusing on passion of innocent and virtuous victims with full of sensationalism and sentimentalism - has created various 

variations across borders, generations, media and genres. In this course, we will learn the outline of "melodrama" which is one 

of the important concepts of cultural studies, and consider the melodramatic style and imagination in Japanese manga and 

animation after World War II. 

・We try to understand the connection between different regions, media, and genres in accordance with the prior theory, and to 

examine how individual works can be positioned in such networks.  

・We also try to develop knowledge and skills to analyze and articulate "moral" in the popular visual culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「メロドラマ」は、１８世紀末に欧米で舞台演劇ジャンルとして成立し、１９世紀には舞台と小説メディアを介して世界的に普及し、２

０世紀初頭に映画がストーリーを語りはじめた際には重要なリソース源となり、その後、テレビドラマ、アニメーション、漫画、報

道、広告等々に浸透してきた。戦後日本のマンガ及びアニメにも、メロドラマの多様なヴァリエーションを見出すことができる。授

業では、英語圏のメロドラマ研究について概説しつつ、メロドラマの定義、歴史、日本におけるメロドラマの受容と独自の展開につ

いて学び、昭和戦後から現代に至るまでのマンガ及びアニメ作品における「メロドラマ的想像力」についても分析・考察を試みる。 

 

"Melodrama" was established as a theatrical genre in Europe at the end of the 18 century, and then spread worldwide through 

stage and novel media in the 19 century, and became one of the important resources for motion picture that began to tell 

stories in the early 20 century. Variations of "melodrama" also can be found in manga and anime in postwar Japan. In this 

course, we will learn about the definition and history of melodrama, the acceptance of melodrama in Japan, and its unique 

development.  We will also learn about the fruits of English melodrama studies. And we will consider the "melodramatic 

imagination" in manga and anime from the Showa period to the present Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～今後の授業の進め方についての説明 

2. メロドラマとは何か～ピーター・ブルックス『メロドラマ的想像力』について 

3. 「メロドラマ」と「悲劇」―ジャン・ヴァルジャンとジャヴェール― 

4. メロドラマにおけるセンセーショナリズムとセンチメンタリズム 

5. 『タイタニック』とメロドラマのジェンダー論（１） 

6. 『タイタニック』とメロドラマのジェンダー論（２） 

7. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（１） 

8. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（２） 

9. メロドラマにおけるアクションとモラル（１）－『ルパン三世 カリオストロの城』考察 

10. メロドラマにおけるアクションとモラル（２）－『天空の城ラピュタ』考察 

11. メロドラマにおける沈黙―「声・言葉を奪われた犠牲者」イメージの系譜 

12. メロドラマにおける沈黙―『聲の形』考察 

13. 「ボーイ・ミーツ・ガール」～「ラスト・ミニッツ・レスキュー」―新海誠のメロドラマツルギー 

14. 越境するメロドラマ 



 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・メロドラマ論の主要文献は日本語訳されていないものが多いため、ピーター・ブルックス、クリスティン・グレッドヒル、ベン・シンガ

ーらによるメロドラマ論の訳の抜粋をオンラインで参考資料として配布する。必ず目を通してから授業に参加すること。 

 

・授業では次のマンガ、アニメ、映画作品を取り上げる予定のため、とりわけ授業時間内に全編通して映写不可能な長編劇場用

映画作品については、授業前に観ておくことが望ましい。 

『レ・ミゼラブル』（トム・フーパ―監督、2012 年） 

『タイタニック』（ジェームズ・キャメロン監督、1997 年） 

『トガニ～幼き瞳の告発』（ファン・ドンヒョク監督、2011 年） 

『隠し砦の三悪人』（黒澤明監督、1958 年） 

手塚治虫『地底国の怪人』、『ジャングル大帝（『漫画少年』版）』、『ブラック・ジャック』 

『ルパン三世 カリオストロの城』『天空の城ラピュタ』（宮崎駿監督） 

『君の名は。』『天気の子』（新海誠監督） 

大今良時『聲の形』、『聲の形（劇場版）』（山田尚子監督） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ピーター・ブルックス、2002、『メロドラマ的想像力』、産業図書 (ISBN:978-4782801390) 

2. ジョン・マーサー、マーティン・シングラー、2013、『メロドラマ映画を学ぶ：ジャンル・スタイル・感性』、フィルムアート社 

(ISBN:978-4845913008) 

3. ジョージ・スタイナー、1995、『悲劇の死』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-08225-1) 

英語の主要なメロドラマ論の抜粋訳を参考文献として配布するほか、参考文献については随時 BlackBoardで紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料配布、参考文献紹介、小課題提示等は BlackBoardを通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 

 


