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授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀初頭に登場したシュルレアリスム（sur-réalisme）は、文学のみならず 20 世紀のアートに多大な影響を与えた。そしてその

影響は第二次大戦を越えても続くことになり、21 世紀の現在においても、その余波によって生まれた作品が存在する。 

この講義では、シュルレアリスムを中心に据えることによって見えてくる 20 世紀フランス文学の風景、そしてアートの情景を通し

て、フランス文学ならびに芸術の世界に親しんでもらうことを目的とする。 

横断的に見てゆくことによって、時代的な広がりと地域的な広がりの双方にも気を配りながら、フランス文学のおもしろさの発見を

目指す。 

 

Surrealism, which emerged at the beginning of the 20th century, had a significant impact not only on literature but also on 20th 

century art. This influence extended even beyond the Second World War, and even today, in the 21st century, there are works 

born in its aftermath. 

The objective of this course is to acquaint students with the world of French literature and art through the landscape of 20th 

century French literature and art revealed by focusing on Surrealism. 

We aim to discover the interesting aspects of French literature by looking at it in a cross-sectional way, paying attention to 

both the historical and regional expansion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1924 年、フランスである宣言がなされる。文学はもとより、その後の芸術や人々の感性にまで影響を与えることになってゆくシュ

ルレアリスム誕生の瞬間だった。 

アンドレ・ブルトンによって開かれたシュルレアリスムの扉は、さまざまな領域のドアを開き、同時にさまざまな詩人、作家、芸術家

を生み、巻き込み、あるいは放擲し、20 世紀芸術のもっとも大きな潮流を生み出した。 

サルバドール・ダリ、ルネ・マグリット、ルイス・ブニュエル、ルイ・アラゴン、ポール・エリュアール……シュルレアリスム運動のなか

の人々と作品をテーマごとに見てゆきながら、20 世紀文学・芸術への理解を深めてゆきたい。 

各回で採り上げるテーマは、進行状況によっては順序を入れ替える可能性もあるので、留意していただきたい。 

 

In 1924, a manifesto was published in France. This was the moment of the birth of Surrealism, which would influence not only 

literature but also art and people's sensibilities in the years to come. 

The doors of Surrealism, opened by André Breton, gave birth to a variety of poets, novelists, and artists, and at the same time 

created the most significant trends of 20th century art. 

Salvador Dali, René Magritte, Luis Buñuel, Louis Aragon, Paul Éluard ...... We would like to explore the figures and works of the 

Surrealist movement by theme, and thus deepen our understanding of 20th century literature and art. 

Please note that the order of the themes to be examined in each lecture may be changed depending on the status of the 

lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 〜 シュルレアリスムってなに？ 

2. シュルレアリスムを体感する 〜 代表的作品をまずは見てみる 

3. シュルレアリスム宣言を読む 

4. シュルレアリスム文学とそれまでの文学 

5. シュールな詩を楽しんでみよう！ 

6. シュルレアリスムはこれが分かりやすい 〜 映像作品を体感 

7. シュルレアリスム絵画 I 〜 これらの絵が意味するもの？ 

8. シュルレアリスム絵画 II 〜 これらの絵はどこに通じるのか？ 

9. 勝手にシュルレアリスムしてしまおう I 〜 実験その 1 

10. 勝手にシュルレアリスムしてしまおう II 〜 実験その 2 

11. シュルレアリスム映画のその後 

12. 早すぎたシュルレアリスムと遅くに来たシュルレアリスム 



13. シュルレアリスム番外編 〜 その枠外で… 

14. まとめ 〜 今日におけるシュルレアリスム 

 

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

シュルレアリスムは、文学のみならず絵画、映画、演劇など、さまざまな領域を巻き込んだ運動だった。それゆえ、関連する展覧

会や講演、公演なども見る、あるいは接する機会も多い。 

こうした機会を積極的につかまえてもらえば幸いだ。そして加えて、映像作品や画集、さらに小説など、興味をもったものでいいの

で、自ら手に取ってもらえることを願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/コメント・ペーパーおよび授業内でのプレゼンテーション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、資料ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンドレ・ブルトン、1992、『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』、岩波文庫 (ISBN:9784003259016) 

2. 巖谷國士、2002、『シュルレアリスムとは何か』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480086785) 

3. 塚原史、2003、『ダダ・シュルレアリスムの時代』、ちくま学芸文庫 (ISBN:9784480087850) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的にスライドを用いてノートおよび資料提示を行う。また、映像資料クリップなども多く見てもらう予定でいる。 

レポートについての個別フィードバックは行わないが、コメント・ペーパーに対するフィードバックは授業始めに必ず行う。また、

GoogleClassroom、メールなども活用する予定でいる。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 


