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授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、小説家・江戸川乱歩の作品を通して、大衆文化の多様性・批評性・社会機能等について理解を深めることを目標とす

る。 

 

The purpose of this class is to deepen the understanding of the diversity, criticism, and social functions of popular culture 

through the works of novelist Edogawa Ranpo. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、大衆文化を理解する上で次の２つの内容から考察を深めることにする。 

（1）江戸川乱歩作品にみる都市東京とレヴューガールの表象。 

（2）江戸川乱歩『黒蜥蝪』にみるメディア変換とアダプテーション。 

 

（1）では毎授業で乱歩の作品を取り上げ、作品中で東京とその象徴としてのレヴューガールがどのようなものとして描かれている

か、また関連する芸能にどのようなものがあるのか等について考察しながら、大衆文化の諸問題を学習する。（2）では乱歩の小

説『黒蜥蝪』に注目し、ひとつの作品が小説、戯曲（演劇）、映画へとメディア変換されることでどのように変化するかをアダプテー

ションの観点から学習する。 

 

なお授業内で立教大学・大衆文化研究センター（旧江戸川乱歩邸）へのフィールドワークを実施する予定である。 

 

In this class, we will deepen our consideration from the following two contents in order to understand popular culture. 

(1) Representation of the city of Tokyo and the revue girl as seen in Edogawa Ranpo's work. 

(2) Media conversion and adaptation as seen in Ranpo Edogawa's "Black Lizard". 

 

In (1), Ranpo's works are taken up in each class, and we consider what Tokyo and its symbolic review girl are depicted in the 

works, and what kind of entertainment is related to them. While learning about the problems of popular culture.  

In (2), we will focus on Ranpo's novel "Black Lizard" and learn how one work changes by being converted into a novel, drama 

(theatre performance), and movie from the viewpoint of adaptation. 

 

In addition, we plan to carry out fieldwork at the Rikkyo University Mass Culture Research Center (formerly Edogawa Rampo 

Residence) . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：カルチュラル・スタディーズの対象としての江戸川乱歩 

2. 都市東京とレヴューガール (1)：合作小説『江川蘭子』とモダンガール 

3. 都市東京とレヴューガール (2)：小説『盲獣』と浅草のレヴューガール“水木蘭子” 

4. 都市東京とレヴューガール (3)：浅草の芸能――民衆・大衆娯楽の雑食性 

5. 都市東京とレヴューガール (4)：小説『人間豹』と日比谷・丸の内のレヴューガール“江川蘭子” 

6. 都市東京とレヴューガール (5)：日比谷・丸の内の芸能――山の手文化と少女歌劇 

7. 都市東京とレヴューガール (6)：現実に現われたレヴューガール“江川蘭子”と“江戸川蘭子” 

8. 都市東京とレヴューガール (7)：小説『大暗室』と男装の麗人“花菱ラン子” 

9. フィールドワーク：大衆文化研究センター（旧江戸川乱歩邸） 

10. メディア変換とアダプテーション (1)：乱歩の小説『黒蜥蝪』 

11. メディア変換とアダプテーション (2)：三島由紀夫の戯曲版『黒蜥蝪』 

12. メディア変換とアダプテーション (3)：映画版『黒蜥蝪』（1962 年） 

13. メディア変換とアダプテーション (4)：映画版『黒蜥蝪』（1968 年） 

14. 総括：大衆文化の多様性・批評性・社会機能 

 



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

予習：授業で取り上げる江戸川乱歩の作品を読む。 

復習：授業で考察した大衆文化の諸問題について、授業プリント等をもとに自分の考えをまとめ、学期末レポートに反映できるよ

うに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のリアクションペーパー(56%)/フィールドワーク・レポート(14%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回のリアクションペーパー(各回 4％×14 回＝56％) 、フィールドワーク・レポート（14％）、学期末レポート（30％）。なお 10 回以

上の出席がない場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江戸川乱歩、『江川蘭子』『盲獣』『人間豹』『大暗室』『黒蜥蝪』、青空文庫ほか 

2. 三島由紀夫、『黒蜥蝪』、新潮社ほか 

江戸川乱歩の小説は既に著作権期間を過ぎているので、「青空文庫」等のインターネット図書館で閲覧可能である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野俊哉・毛利嘉孝、2000 年、『カルチュラル・スタディーズ入門』、ちくま新書 (ISBN:978-4480058614) 

2. 松山巌、1994 年、『乱歩と東京――1920 都市の貌』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4480081445) 

3. 藤井淑禎、2021 年、『乱歩とモダン東京――通俗長編の戦略と方法』、筑摩選書 (ISBN:978-4480017277) 

4. 中野正昭・編、2015 年、『ステージ・ショウの時代』、森話社 (ISBN:978-4864050852) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式の授業だが、質疑応答、グループ・ディスカッションなど授業への積極的参加を求める。 

コロナ・ウィルスの感染状況によっては、対面授業をオンライン授業に切り替えたり、フィールドワークを中止することがある。 

 

注意事項（Notice） 

 


