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授業の目標（Course Objectives） 

文学、演劇、映画など諸表現・芸術はいずれも１９世紀以降、一定の産業化をみた。産業革命の結果、誕生した購買力ある市民

層の登場で、彼らを対象にしたビジネスモデルが成立したためである。新聞・雑誌などの報道、ノンフィクションも事情は同様であ

る。しかし、ネット時代のいま、多くの表現ジャンルで、そのビジネスモデルが困難に陥り、質の高い表現の発表の舞台が少なくな

りつつある。こうしたメディア、産業と表現をめぐる過去、現在を考察し、近未来を展望する。また、自立した表現者であり続けるた

めの表現活動も行う。 

 

Arts such as literature, drama and movies have been industrialized since the 19th century.  This is because, as a result of the 

industrial revolution, the emergence of citizens with purchasing power has created a business model for them. The situation is 

the same for news stories and non-fiction stories in newspapers and magazines.  However, in the Internet age, the business 

model has fallen into difficulty in many expression genres, and opportunities for presenting high-quality expressions are 

decreasing.  This course is to consider the past and present of these media, industries and expressions, and to look into the 

near future. In addition, it also engages in expression activities to be an independent visionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、産業革命とそれが生み出した市民文化、それからネットとそれが生み出しつつある超大衆文化について概観する。次いで、

各表現ジャンル、すなわち、文学（出版）、演劇、映画、ノンフィクション（出版）、報道の現状を分析。１９世紀以来の表現の産業化

の過程を踏まえて、メディア・表現の近未来を展望する。 

また、出版・映画・演劇などの文化産業は、知の蓄積に基づいた、労働集約的コンテンツ産業である。そうした産業、表現活動に

必要な人文社会のさまざまな素養、基礎的な表現技術習得のための表現演習も行う。 

 

First, this course gives an overview of the industrial revolution and the civic culture that it created, and then the Internet and 

the super-popular culture that it is creating.  Next, we analyze the current state of each expression genre, that is, literature 

(publishing), drama, film, non-fiction (publishing), and news stories (newspapers).  Based on the industrialization process of 

various arts since the 19th century, the near future of media and expression is analyzed.  Cultural industries such as 

publishing, movies and  drama are labor-intensive content industries based on accumulated knowledge.  This course will also 

encourage students to have a rich background in humanities necessary for expression activities, while providing a practice 

opportunity to acquire basic expression skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 産業革命と市民文化、ネットと超大衆文化 

3. 各表現ジャンル＝文学（出版）、演劇、映画、ノンフィクション（出版）、報道の現状 

4. 各表現ジャンル＝文学（出版）、演劇、映画、ノンフィクション（出版）、報道の現状 

5. 表現の産業化をめぐる文献の輪読・議論 

6. ゲスト 

7. 表現の産業化をめぐる文献の輪読・議論 

8. 文章実習 

9. ゲスト 

10. ネットと表現をめぐる文献の輪読・議論 

11. ネットと表現をめぐる文献の輪読・議論 

12. 個人研究 

13. 個人研究 

14. 春学期まとめ 

15. 個人研究 

16. 個人研究 

17. メディア・表現の近未来 

18. メディア・表現の近未来 



19. インタビュー実習 

20. インタビュー実習 

21. ゲスト 

22. 文章実習 

23. メディア・表現の近未来 

24. メディア・表現の近未来 

25. ゲスト 

26. 個人研究 

27. 個人研究 

28. まとめ 

 

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

本、ウェブサイト等の指定されたものを読んで授業に臨む。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・議論への参加(50%)/文章表現・レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山進、2019、『２０５０年のメディア』、文藝春秋 (ISBN:4163911170) 

2. 小田光雄、2008、『出版社と書店はいかにして消えていくか』、論創社 (ISBN:4846007731) 

3. アラン・ヴィアラ、2005、『作家の誕生』、藤原書店 (ISBN:4894344610) 

適宜、追加で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ネット時代の社会・文化を外側から分析するだけでなく、その内部でコンテンツづくりに携わる、すなわち、出版社、新聞社、映画

会社、ネットメディアなどメディアの仕事、書き手を目指している人たちに向いています。 

フェイスブック上にグループをつくり資料の共有や議論を行います。  

 

注意事項（Notice） 

 


