
文学部芸術学科

芸術学科の先輩が受験生のみなさんからのよくある質問に回答します！

所属コース以外の授業も履修できるの？Q
もちろん可能です。ぜひ、自分の研究領域以外の授業も履修
してみてください。芸術の勉強は、ジャンルの垣根を越えて
こそ面白い発見がたくさんあります。
A

先輩たちはコースをどうやって選んだの？Q
志望コースをあらかじめ決めている必要はありません。入学
して授業を受けてから決める人もたくさんいます。１年次に
様々なコースの授業を受けてみてください。興味がなかった
分野でも、きっと新たな発見の扉が開くはずです。キャンパ
スメンバーズなどを利用して多種多様な芸術を鑑賞をするこ
ともおすすめします。

A

実技修得はありますか？Q
芸術学科では、芸術家やパフォーマーの養成を行っていませ
ん。そのため、演奏や作品の制作自体を目的とした実技授業
はありません。しかし、作る立場に身をおき、表現することの
意味や可能性について考察し、芸術の意味をより深く理解す
るための実習やワークショップがあります。

A
先輩たちの進路は？Q
卒業後の進路はさまざまですが、芸術学科で培った企画力、
コミュニケーション力などは、業種を問わずに発揮されている
ようです。クリエイティブな活動、ユニークな活躍をしている
先輩もたくさんいます。近年の就職先の業種は下の図を参照
してください。

A
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※ 月曜～金曜の午前９時～午後４時、土曜日は正午まで。ただし祝日は除きます。
※ 大学行事等のため土曜日は閉室となる場合があります。
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金融・保険

情報通信・マスコミ・
コンサルティング

公務員 1.3%
医療・福祉 1.1%
建設・ライフライン 2.4%

運輸・郵便 3.4%
不動産・物品賃貸 2.6%

製造 8.1%
教育・学習支援 1.3%

サービス

卸売・小売

34.7%

6.0%
23.1%

16.0%

大学院進学者数　計14名

就職内定者
業種別比率
2015‒2017
（%）

主な就職先  2015-2017年度（2018年5月1日現在）
ＡＯＩ　Ｐｒｏ． コクヨ 東北新社 バーニーズジャパン

青森テレビ サンリオ ドーバー洋酒貿易 Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ

赤ちゃんとママ社 ジェーシービー 日鉄住金物産 北海道警察本部

旭化成ホームズ 資生堂ジャパン 日本精工 松屋

市川市役所 ソニー・ミュージックエンタテインメント 日本赤十字社 三井住友海上火災保険

ＡＮＡ成田エアポートサービス 損害保険ジャパン日本興亜 日本通運 三井住友銀行

オリックス生命保険 第一生命ホールディングス 日本郵便 三越伊勢丹

カッシーナ・イクスシー 千葉銀行 日本ヴォーグ社 ヤフー

カプコン 電通クリエーティブフォース 日本航空 ＵＳＥＮ

キリンビバレッジ 東映アニメーション 日本生命保険 Ｕ－ＮＥＸＴ など

最新情報は本学Webサイト「就職関連データ」からご覧いただけます。

2019年7月発行



「芸科」の愛称で呼ばれる「文学部芸術学科」。ここには自分の関心にこだわりながら、“芸術”や“アート”をこよなく愛する個

性豊かな学生たちが集っています。一般的に芸術学科というと、実技者を養成するイメージがあるかもしれません。しかし、明治

学院大学の芸術学科では、芸術・文化に関する歴史、理論、思想などを学ぶことを通して、古今東西の芸術表現に対する理解

力を培い、文化をめぐるコミュニケーション力や社会に対する表現力を鍛えることを目的としています。

「芸科」は、「音楽学」「映像芸術学」「美術史学」「芸術メディア論」「演劇身体表現」「総合芸術学」の６つのコース※で構成

されています。

1年生では、まず、それぞれの領域の芸術に関わる基礎を広く学びます。それまで知らなかった「目からウロコ」の新しい知

識、新しい経験が満載の贅沢なメニューを前にして、所属するコースの選択に迷う人も多いようです。入学時に学びたいことが

明確になっていなくても、この段階で芸術の豊かな広がりと出会うことで、自分の関心の方向性を見極めることができるのです。

2年生以降は、それぞれの領域の「表現の現場」で活躍してきた教員たちが、理論と実践を踏まえた講義を展開します。先生

たちは皆、芸術が持つ“伝統と変革”という視点を大切にしながら、広い視野で「芸術」を捉え、学生たちの学ぼうとする意欲に

高度な専門知識で応えたいと願っています。学生一人一人の興味関心が懐深く受け止められていることは、先輩たちのバラエ

ティ豊かな卒業論文のテーマ（題目）を見ていただくとわかるでしょう。一人一人が人とは違うユニークな個性を持つことを大事

にしあう気風の中で、リサーチ、プレゼンテーション、ワークショップなどを行う授業も多いので、就職活動の際や社会に出た後

で、その時の経験が役に立ったという卒業生の話をよく聞きます。

芸術を学んでも就職が心配だという声も時々聞きますが、いま、日本の芸術・文化は様々なかたちで国際的にも注目されてい

る領域です。卒業生たちの進路は、マスコミ・エンターテインメント・ファッション・ITなどのクリエイティブな領域を中心に、し

かしそれにとどまることなく一般企業の企画・広報・営業・制作運営、また音楽家や漫画家としてフリーで活動したりと多種多様

です。大学院に進学する人もいます。様々なかたちで社会で活躍している先輩たちの声もぜひ読んでみてください。

生活の中で自らの美意識をしっかり磨き、芸術・文化に関わる活動を支えたり、クリエイティブな視点で社会に新たな提案をし

ていく力を身につけたい…そんな意欲を抱いている仲間たちを「芸科」はお待ちしています。

※2016年度入学生まで、各所属領域を“コース”ではなく“系列”として区分していました。そのため、卒業生のインタビュー文中では、所属“コース”ではなく所属“系
列”として表記しています。

「芸科」は個性の万華鏡！ コース紹介

14ページへ

総合芸術学
コース

04ページへ

音楽学
コース

06ページへ

映像芸術学
コース

08ページへ

美術史学
コース

10ページへ

芸術メディア論
コース

12ページへ

演劇身体表現
コース
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私たちの日常には、良くも悪くも音楽があふれています。そしてそのほとんどは、西洋の、いわゆるクラシック音楽
の延長上にあります。「日常的に聞くのはJ-popやロックなんだけど…？」それらもみな、クラシック音楽の延長上に
あるのです。なぜでしょう？ 日本古来の音楽はそこに関与しないのでしょうか？

音楽学コースは音楽を、その理論的しくみはもちろんのこと、時代や地域による違いや変遷、さまざまなメディアと
の結びつき、社会的役割といった多様な観点から見つめ、考えるコースです。

大好きなその音楽がなぜ素晴らしいのかを言葉にするためには、その音楽以外のことも知らなくてはなりません。た
くさんの音楽を聴いて、そこからいろいろなことを考えてみようと思う人をお待ちしています。

多角的に物事をみる力を活かしています
芸術学科では、自分の専門分野以外にも、多彩な芸術分野から興味のある講義を選択

して授業を履修することができます。古今東西の音楽に精通した先生方の授業と国内外
の貴重な音楽資料を収蔵する「日本近代音楽館」という、音楽を学ぶ全ての人にとって魅
力的な環境だけでなく、美術、映画、舞台芸術といった専門以外の芸術について学ぶ機
会が、対象とする時代・地域の音楽がそれぞれの社会や文化とどのように結びついてい
たかを様々な文脈から理解することを可能にするのだと思います。普段聴いていた音楽
の聞こえ方も次第に変わり、音楽を学ぶことが一層面白く感じられるようになりました。

学部卒業後、大学院に進学して研究を続ける傍ら、私はクラシック音楽専用のコンサー
トホールでアルバイトをしていました。演奏会当日にお客様へお配りするプログラム制作
の担当で、そこでは大学で身につけた楽典や音楽史の知識、資料調査のスキルなどが活
かされました。世界的な指揮者や演奏家と共にコンサートを作り上げていくにあたり、上
述の「対象を様々な文脈で理解すること」の重要さも実感しました。

現在、私は印刷会社で、壁紙などのインテリア関連の建装材の営業をしています。メー
カーですので、ものづくりをする過程で多くの人と関わります。そこでは相手の言動にど
のような意図があるのかを多角的な視点で考えることが、芸術の研究と同様、とても大切
です。「答えはひとつだけではない」ということを忘れずに日々の仕事ができるのは、芸
術学科での学びが土台にあるからだと思っています。

原田 慎太郎
凸版印刷株式会社勤務／
2017年度明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了、2014年度卒業

音楽学コース
MUSICOLOGY COURSE

卒業生の声

好きなことを深く学ぶという選択
大学は自ら主体的に学び、関心を掘り下げて行く場所です。それは、受け身で

教わることが中心の小中高との大きな違いです。私の高校時代の先生はよく、「大
学とは唯一の研究機関だ」と仰っていました。

大学に入って大好きな音楽について研究してきて、本当にその通りだなと思いま
した。人生の貴重な4年間を使って学ぶのだから、自分の将来の夢を叶えるため
の時間にするのはもちろん、将来のことなんてまだ分からない！と迷っているので
あれば、私のように自分が好きな分野についてたっぷりと学ぶ時間にするのも全然
アリだと思います。自分の好きなことについて考えたり、調べることは絶対に無駄
ではないし、むしろ必ず、すごく良い時間になるはずです。

私は明治学院大学の芸術学科音楽学コースに入って、本当に良かったと思って
います。音楽を聴いた時に私達が抱くイメージはどこから来ているのか、音と音楽
の境界線はどこかなど、色々な考え方が出来るテーマを扱う機会も多く、入学以前
よりも自分なりに考える力が身につきました。他の人の意見に耳を傾けることで自
分の考えが広がる瞬間も楽しいです。

在校生の声

中津原 朋子
2016年度入学

過去の卒業論文題目例

◎ジャズの言語論 ―即興演奏とアイデンティティの追求から―
◎メンデルスゾーンの「音楽による描写」―ゲーテの物語詩に基づく《最初のワルプルギスの夜》作品60を例に―
◎図形楽譜の考察 ―「絵画と音楽」、「作曲家」、「現代アート」の視点から―
◎フランス革命下の音楽について ―音楽が果たした社会的役割とは何か―
◎ラ・フォル・ジュルネからみる音楽事業と地域の関係性
◎ラフマニノフの改作的改訂に関する考察 ―第1協奏曲第1楽章の改訂内容によせて―
◎ゲーム音楽コンサートの隆盛
◎仏教音楽「声明」の変遷と影響

やる気に応えてくれるところ
私は現在ＡＭＡＴＩというクラシック音楽専門のマネジメント会社で働いています。演奏家

のスケジュール管理や、オーケストラやコンサートホールといった公演主催者との交渉、
公演地への旅行の手配といった業務のほか、演奏家が希望する企画を具体化すべく、主
催者や経済的な支援をしてくれるスポンサー、時には共演者やスタッフを探すこともしま
す。コンサートというかたちになるまでの様々なサポートをする仕事です。

芸術学科は学生のやる気やアイディアをサポートして下さる先生方ばかりだったように
思います。日本を代表する舞踏家の故大野一雄さんを大学祭に招きたいと言えば、不躾
な私達にはらはらしながらも様々なアドヴァイスをくださり、留学したいと言えば快く推薦
状を書き、留学から戻れば、その経験を生かせる場がここにあるぞと、音楽業界に入る
きっかけとなった劇場を紹介して下さいました。こうして振り返ってみると、大学時代から
現在の自分までが一本の道で繋がっている事に気付かされます。大学にある可能性を利
用するもしないも自分次第です。まずは自分に合ったところを選び、積極的に大学生活を
送る事。芸術学科は必ずそれに応えてくれる場所です。

荒木 晴子
株式会社ＡＭＡＴＩ勤務／ 1998年度卒業
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幅広い知識で映画の仕事にとりくんでいます
明治学院大学文学部芸術学科に入学して以来、明学とは浅からぬ縁が続いています。

博士前期課程に進学・修了後、幸運にも映画上映企画の仕事に就きました。一つのこと
を突き詰めて考える研究とは違い、広い知識を要求される仕事なので勉強することも多
かったです。上映時には、学生時代の恩師に協力してもらったり、後輩に手伝いをしても
らうなど、大学で培って来た人脈は途切れることなく続いていました。30代も半ばにさし
かかり、将来を考えた時に、映画研究を続けたいと思いました。それからは上司や先生、
家族と相談し、仕事と研究を両立して行くことにしました。ずっと明学だったのは、恩師の
魅力と学生同士の強い繫がりがあるからです。指導教員の先生は映画の知識の豊富さは
もちろんのこと、研究に対しても熱心に助言をくださいます。学生たちもとても仲がよく、
大学の同級生や先輩、後輩たちは、今や私にとってかけがえのない存在となっています。
再びこの明学で勉強できること、とても嬉しく思います。

高崎 郁子
明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士後期課程在学中、アテネ・フランセ文化セン
ター勤務／ 2007年度卒業

自分の世界を広げた映画体験は大きな財産
幼い頃から映画好きで、映画業界への就職に憧れていたこともあり、「好きなら好きを

追求してみよう!」と映像芸術学系列を選択。入学前は“映画好き”と言ってもミーハー
だったのでモノクロの作品は敬遠していたのですが、教授が選んだラインナップから８０
本の映画鑑賞ノートを作る過程で出会った様々な作品は、私の世界を広げてくれました。
特に、私の人生の指針となる一本『素晴らしき哉、人生!』との出会いは衝撃で、その後
の映画探求の視界がぐっと開けました（観たことがなければ、是非!）。授業では、映画を
“観る”だけでなく “読む”ためのアプローチ方法を学び、実践していく過程で、ひとつの
作品にも様々な表情があることに気づかされますし、仲間とのディスカッションで更に自分
の考え方を深めることができます。現在、映画を宣伝する中で、学生の頃のように評論や
分析をすることはないですが、ひとつの作品を多面的にとらえて考える学生時代の経験が
役に立っているかなと思います。とにかく好き嫌いせずに映画をたくさん観て、そして映
画について語りあった在学中の経験は、何にもかえがたい財産です。

梶田 知実
映画宣伝会社勤務／ 2015 年度卒業

卒業生の声映像芸術学コース
FILM STUDIES COURSE

◎タランティーノ映画における「時系列シャッフル」の効果 ―『レザボア・ドッグス』と『パルプ・フィクション』にみる特色―
◎小津安二郎『秋刀魚の味』における循環と逆説のナラティブ
◎松田優作の本質 ―対極をなす二つの黄金期を駆け抜けて彼が遺したもの―
◎少年はなぜ走るのか ―アレックス三部作における恋愛のディスクール―
◎今村昌平の『豚と軍艦』からみる男女観 ―欣太と春子に焦点をあてて―
◎薬師丸ひろ子のアイドル性とは ―角川映画時代に焦点を当てて―
◎『白い恐怖』のイングリット・バーグマン ―特別なヒッチコックヒロイン―
◎映画と映画音楽の関係性についての考察 ―ジャック･ドゥミの『ローラ』を用いて

過去の卒業論文題目例

映画の歴史は１２０年あまり。長いようですが、美術や音楽、演劇などの芸術ジャンルと比べるとまだまだ新しい分
野です。しかし映画は、サイレントからトーキーへ、白黒からカラーへ、あるいはフィルムからデジタルへと、さまざま
な変化を遂げながら独自の≪言語≫を形成し、人間の意識を大きく変化させてきました。短いながらも濃密な歴史を
持っていると言えます。映像芸術学コースでは、映画を歴史と理論、批評の面から解き明かし、新たな視点でとらえて
いきます。大衆娯楽とみなされている映画ですが、演劇、文学、写真、音楽など、さまざまな芸術と深くつながってい
ます。映画の森に分け入ることは芸術を多層的に理解する実に愉しい探検なのです。

恋する「映画」に一歩でも近づきたい
幼少期から映画好きで、暇さえあれば映画を観るという生活が続き、徐々にそ

の好奇心が学問的領域に向かっていったのは中学生の頃からでした。実際大学で
は、まず1年次は映画についての歴史や技術を理論的に学び知識の土台作りをし
ていきます。2年次からはさらに専門的になり、映画を観て文献を読み分析し、そ
れらを自分の言葉で表現していくようになります。こうしたステップを踏みながら映
画をただ観るのではなく、なぜあらゆる選択肢の中で製作者たちはその選択をし
作品を完成させたのか。学際的視点を持ちながらスクリーンの裏側に広がる広い
世界を知ることで、目には観えない世界を観ることができるようになります。ある
日、映像芸術学コースの友人とこんな会話をしました。「私たちって映画に恋して
いるのよね、しかも永遠の片思い」。学びを通し仲間と熱く議論を交わしながら、
少しでも映画という存在に近づきたい。だからこそ知らない一面を発見した時、最
高の幸せを感じさらに知りたいと思う。またその幸せを自分の言葉で伝えられる喜
びも大きいです。自分の「好き」に真正面から誠実に向き合える環境があることに
感謝しています。

在校生の声

長田 鈴渚
2017年度入学

歴史を学ぶことから、映画と向き合える場所
私は高校受験が終わってから映画にどっぷりと浸かり、大学進学を考える頃には

大好きな映画に関わる勉強をしたいと思うようになりました。そして選んだのが明治
学院大学芸術学科です。実際に入学してから、今までは「楽しい」や「かっこいい」
でまとめられた作品に対する感動が、より多角的で複雑な視点を持つように変化し
た実感があります。芸術学科の授業で美術、音楽、身体表現、メディアの分野を横
断的に学ぶことで、総合芸術である映画をより深く、様々な視点から考察できる力
を身に付けられるからだと思います。特に1年次は基礎を固める時期でした。それ
ぞれの分野の歴史を一から学び、映像芸術学コースの授業で自分の大好きな映画
に落とし込む姿勢で授業を受けていました。2年次からはその土台を基により多く
の作品と向き合うことになります。ただ映画を観ていただけでは得られなかった、構
成面での作り手の意図や歴史に呼応する作品の立ち位置などを解釈する映像芸術
との向き合い方が、映像芸術学コースの学びを通して身に付けられると感じます。

柴田 笙
2018年度入学
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数千年に及ぶ膨大な作例が実在するとともに、豊かな研究の蓄積があり、古代から現代まで重層的・具体的に学べ
るのが美術史の面白さです。誰もが知っている「名作」だけでなく、身近にあふれる視覚イメージに至るまで、造形活
動とその歴史を読み解くさまざまな方法を身に着けましょう。

美術史を学ぶ上で、目を鍛えることと頭を鍛えることは、車の両輪となります。オリジナルを中心に多くの作品を実
見して、視覚的な記憶を蓄積し感性を磨くことと、すぐれた研究や批評に触れて、美術とその歴史に取り組む知性を養
うことの両方がかみ合ったところに、よい結果が生まれます。

専門を生かした職業としては、学芸員や出版編集者が代表的ですが、研究者、修復士、画商、批評家等を目指すこ
ともできます。

学部時代に得たものは一生の宝物
私は美術館で展覧会を企画する仕事をしていますが、最初からこの職業を目指してい

たわけではなく、ただ心から興味の持てる分野で仕事をしたいと強く思っていました。美
術を見るのが好きだったので、「美術史」という学問があることを知り、これだ！と思った
のが、芸術学科に進学したきっかけです。当時の芸術学科は規模が小さく、先生方と直接
お話しする機会に恵まれたため、卒業後の進路を早くから思い描くことができました。美
術館で働く今になって思い至ったのは、芸術学科の講義の充実ぶりです。4年間で西洋・
日本美術史の基礎を隈なく学べるよう、入念なカリキュラムが組まれていたのだと思いま
す。時代を横断するテーマ性をもった展覧会は、美術全般の基礎知識が身についていな
ければ企画できません。最も感受性豊かな時にすばらしい先生方に出会い、充実した講
義を受けられたことは、一生の宝物だと思っています。

宮島 綾子
国立新美術館 主任研究員／ 1994年度卒業

美術史学コース
ART HISTORY COURSE

「学び方」を学んだ場
私は明治学院大学の学部と大学院で美術史を学び、現在は銭湯でペンキ絵を描く仕

事をしています。卒業論文で調べたペンキ絵が私の仕事になりましたが、私にとって大学
は、知識を覚えて就職に結びつける場ではなく、視野を広げ「学び方」を知る場でした。
ゼミで調べた日本近代絵画も、作者と享受者の関係性に惹かれた狩野派も、映画モチー
フのペンキ絵制作の際に参考にする映画史の知識も、基礎教養の生物学の時間に知った
「ニッチ」という概念も、他学科の授業で流行の現代書を読み時代について考えた経験
も、大学で得た知識は何に役立つのか、当時はわかりませんでした。しかし現在の仕事を
する上では欠かせない知識です。そして今も新しい仕事を受ける度に、どんな人から情
報を得るか、何処にどのような資料があるか、どうすれば新しい知識を得られるかという、
大学で知った「学び方」を使って思考し続けています。

田中 みずき
銭湯ペンキ絵師／ 2005 年度卒業

photo by ガヂヲ

卒業生の声

蔵書に囲まれて「美術史」を学ぶ 4 年間
私は、現役の高校生から大学生になったわけではありません。高校を

出ずに高卒認定試験を受け、数年間自分の道を模索してから大学へ入
学した為、年齢の離れた学友と共に学びを進めてきました。

明治学院大学への入学を選んだのは、文学部芸術学科の美術史学
コースがあったから、そして、専門的な知識を得ることができ、哲学や
倫理といった様々な分野の講義も受講することが可能だったことが大き
な理由です。

その中で最も決め手となったのは、大学が所有する蔵書の多さでし
た。美術史など過去のことを精査する学問において、文献が豊富に揃っ
ている環境は何よりも重要視すべきだと考えていたからです。

また、西洋美術史は一概に美術について学ぶだけでは、どうしても不
足する知識が出てきます。今日に残る芸術作品は当時の社会情勢や文
化の中で生まれたもので、それを知り得ずに美術を論じることはできま
せん。

美術史に加え、多方面の知識を吸収することができる環境で、私は
今、充実した大学 4 年間を送っています。

在校生の声

尾崎 まい
2016年度入学

◎小村雪岱の挿絵 ―女性像と空間から探る「雪岱調」―
◎ピート・モンドリアン　アメリカ・ニューヨークをめぐる一考察
◎歌川国芳 ―反骨精神が及ぼした後世への影響力―
◎鏑木清方の教養的背景 ―≪一葉女史の墓≫をめぐって
◎コンスタンティノープルのパラディウムとしてのエデッサの聖像について
◎19世紀半ばから20世紀前半における写真と絵画の関係性
◎軽妙な風流人“英一蝶”とその背景
◎ 「かわいいクマ」図像論　表象におけるかわいいクマのはじまりとその普遍性について

過去の卒業論文題目例
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◎遊戯化する「恐怖」：お化け屋敷36 件の実見調査を中心に
◎プリンセスとプリンス：ディズニープリンセス作品にみる男女関係の表象
◎18禁乙女ゲームにみる女性の性的欲望
◎「忘れられること」との向き合い方：小川洋子『博士の愛した数式』から考える
◎方言イメージの変化とテレビドラマ ～方言指導者が語るお国ことばの演出～
◎夢の結界がつくるジャニーズ帝国 ～ジャニーズファミリークラブにみるファンがファンを生むしくみ～
◎笑いの型と芸人の系譜 ～ SNSはお笑いの新しい舞台になりえるのか～
◎チームラボ体験の広がり ～「没入」と「撮影」の狭間で起きる現象から考える～
◎和菓子が生み出すつながり ～新しい取り組みとその想いに迫る～

過去の卒業論文題目例

従来の芸術の枠に収まらないさまざまな文化的事象をメディア論の視座から探求するコースです。メディア論では、
情報や意味を媒介するものはすべて「メディア」と考えるので、マス・メディアからサブ・カルチャー、ファッション、
デザイン、ディズニーランドなど様々な領域が対象になります。メディア技術や社会の変化と芸術の関係も深く学びま
す。学生一人一人が持つ関心テーマを大事にし、ワークショップや作品制作など実践的な授業も多く、多角的視点が
鍛えられ物事の見方が自由で豊かになったといって旅立っていく卒業生が多いです。自分の「好き」を極めていくこと
は本当に楽しい勉強です。芸術の普遍的な意味に繋がる「メディア」の入口を一緒に見つけていきましょう。

メディアを学び「ものの見え方」が変わった
専門学校の広報としてパンフレットの制作やイベントの運営、SNSでの情報発信などの仕事を

しています。自分より若い人たちの心を動かすのは難しいですが、反応があったときはやりがいを
感じます。芸術メディア系列では自分の作品を発表する授業も多く、「物事を他の視点から捉え直
すこと」を学びました。他の人の考え方を知ると、ものの見え方が変わってくるだけでなく、その人
自身の個性に気付くこともできます。今の仕事でもあらゆる立場の人に意見を聞きながら「高校生
はこれが好き」と決めつけないように幅広い視野で活動を展開しています。皆さんにも芸術学科
で新しい視点から物事を捉え直す習慣を身につけてもらえたら嬉しいです。

岡村 優　山野美容専門学校勤務／ 2013年度卒業

卒業生の声芸術メディア論コース
MEDIA STUDIES COURSE

在校生の声

考えと選択肢と可能性
自分は高校まで、芸術に関して学校での勉強以上に深堀したことはありませんで

した。ただ、将来を考えた時、自分が本当に人生を通してかかわっていきたい興味
のあるものは芸術でした。でも、その時点での自分は多くの選択肢の中から何を選
べばいいのか決めかねていました。そこでまずは、やりたくないことをやめるとい
うことを始めました。そうするとおのずと優先順位の低いものはやらなくなってい
き、少しずつではあるものの選択肢が狭まっていきました。芸術メディア論コース
は多くの選択肢を残したまま芸術の外堀を固めていけるコースだと感じます。自分
が何を思うのかを明確にすることができれば芸術メディア論コースでの勉強はより
一層身になるはずです。選択肢自体も必ずしも狭め、固めていかなければならない
ものではありません。その時々で自分が何をしたいか、何が楽しいのか、楽しいこ
とをするには何が必要かを考え、日々アンテナを立てて自分の思いに素直になるこ
とが最優先です。選択肢を狭めないということも一つの選択肢です。芸術メディア
論コースは個人それぞれを尊重したうえで可能性を広げてくれるコースです。

廣瀬 颯翔
2017年度入学

小畑 潤也　ゲーム会社勤務／ 2014 年度卒業

仕事の基礎は芸科にあった
ゲーム会社の宣伝担当として、家庭用ゲーム機やスマートフォン向けタイトルのＰＲに幅広く携

わっています。「芸術学科」と聞くと「何か専門的なことを狭い範囲で突き詰める」といった印象を
持たれる方もいるかもしれませんが、そうした限定的な学びではなく、何事にも通ずる「モノ」へ
の見方を学ぶことができると考えています。たとえば宣伝をするとき、芸術学科で学んだメディア
論のみならず、映像論や美術論、音楽論と同じように、歴史と文脈を考えながら、他の「モノ」とど
ういった差別化を図るかを考えさせられます。

「芸術」は遠いものではなく、自分にとっては非常に身近で、自分の考え方の基礎になっている
と、卒業してから改めて実感しています。

佐藤 颯哉　株式会社電通テック勤務／ 2015 年度卒業

大学 4 年間は自分の「好き」を見つける旅
「好きこそものの上手なれ」大学生活を一言で言えば、大海原の中で自分の関心事を見つける

旅です。私は広告制作会社に勤めています。日々の業務は多忙を極めますが充実した社会人生
活です。社会に出てなお、大学時代に教えられた言葉を思い出します。「感動した作品の中に“な
ぜ”の感情を持ち込みなさい」つまり感動したという感想で終わらず、なぜ感動したのかを熟考す
ることで更に深く作品を理解できる。この考えは今も仕事の中で心がけています。私は好きなもの
を突き詰めていくこと、その事実が幾重にも重なりクリエイティブになるのだと思います。大学4
年間で大好きなものをたくさん見つけてクリエイティブに突き詰めていってください。

中山 知紗　株式会社 TBSグロウディア勤務／ 2014 年度卒業

新たな感性・知識との出合い…今も講義が恋しい
TBSラジオの事業の仕事を中心に様々なイベントの企画・制作を行っています。番組連動イベ

ント、映画、舞台、大好きなミュージカルといった学生時代の経験を活かせる場もあります。芸科
で得た大切なものは①物事をとらえる力、②新たな感性・知識、③出会い。普段の講義に加え、
夏季集中講義では徹底的にディスカッションし、本音で思うことを表現する難しさや諦めずに考え
続ける大切さを痛感しました。今も講義が恋しくなる事があります！ 「マスコミ志望です！芸科に進学
した方がいいですか？」と聞かれたことがありますが、マスコミといっても様々な部署があります。
今は就職より4年かけて何を学びたいかを一番に考え、新たな芸術の時代を切り開いてください！
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最終的には自分が選んだ道
大学入学と同時に演劇活動を始め、現在アルバイトをしながら「劇団肋骨蜜柑同好会」

という劇団に所属して俳優活動をしています。入学してからは主に演劇を、特に劇作家
兼演出家の野田秀樹氏の演劇や戯曲を勉強しました。卒業論文も、野田秀樹氏の戯曲を
テーマに書きました。個人的な事では、演劇サークルに入り「演劇」ということの楽しさ、
難しさに触れることが出来ました。また、サークルの先輩や同期、後輩にも恵まれたので、
サークル内のみではなく小劇場演劇を中心に外の演劇界にも自然と足が向き、特に2年
生になってからは尊敬する方の影響もあり、とにかく沢山の作品に触れることを意識する
ようになりました。

就職活動の時期は色々なことを考えて沢山悩みましたが、最終的には自分の中の優先
順位を見つめ直し、現在の道を選びました。今後は、素敵な劇作家、演出家、俳優の方々
とご一緒出来るように、また、より面白い事に関われるよう自己研鑽に努めつつ、自分が
面白いと思う物や大事だと思う物と1人でも多くの方々との架け橋になりたいと思ってい
ます。

藤本 悠希
俳優／ 2017年度卒業

卒業生の声演劇身体表現コース
THEATER AND PERFORMANCE STUDIES COURSE

◎『モンテ・クリスト伯』から見る作品の「改作」と「縮約」―日本で見られる『モンテ・クリスト伯』―
◎亡命時代のブレヒトの戯曲 ―現代にヒトラーを誕生させないために―
◎先人たちの遺志を継ぐ史実と演劇の融合 ―井上ひさしの戯曲から再考する戦争と平和―
◎日本の近代社会 ―文化から見る宝塚歌劇団男役の変遷
◎ミュージカル「ノートルダムの鐘」における謎かけ「What makes a monster? And what makes a man?」について考える
◎人間と社会との関係から考察する舞踊思想の変遷 ―今日の舞踊は人間に何を示しているのか―
◎ジャニーズ演劇から見るジャニーズのエンターテインメント

過去の卒業論文題目例

演劇身体表現コースは、２０１７年４月に新たに開設されました。演劇、身体表現の歴史は古く、豊かな多様性を持
ち、現在も活発に行われています。このコースでは、実技修得中心の方向とは異なり、演劇、バレエ、ダンス、ミュー
ジカル、伝統演劇など幅広く、古今東西の舞台芸術の知識、理論、歴史について専門的に深く学べます。またそれと
ともに、声や体のベーシックな身体技法の実習、実践型の講義も行う、これまでにない画期的なコースです。

プロデューサーや劇場企画制作者、批評家、研究者、舞台表現者などをはじめ、一般のさまざまな業界や分野でも
活躍出来る人材の育成を目指しています。

在校生の声

入学前とは芸術に対する意識が変わった１年
私はミュージカルやバレエに興味があり芸術学科に入学しました。1年次は以

前から興味があった演劇身体表現以外に音楽学、映像芸術学、美術史学、芸術メ
ディア論の授業も履修することができました。学ぶ中でそれぞれの分野が相互に
関わり合っていることを深く実感しました。自分の生活に関係しているメディアの
影響を考えたり、美術館に足を運ぶ機会が多くなったり、映画を鑑賞する際に授業
で教わったことを考えるようになったりと入学前とは芸術に対する意識が変わった
と感じています。また「演劇概論」という授業では、実際に劇作家のお話を聞くこ
とができたり観劇ツアーに参加するなど、演劇に関わる仕事や様々な演劇につい
ての興味が湧き、充実した学びを得ることができました。演劇身体表現コースでは
より専門的な内容となるので、1年次で学んだ知識を糧に自分自身の考えを深め
ていけたらと思っています。充実した環境が整っていることに感謝し、新たに興味
を持ったことには挑戦して自分の力にしていきたいです。将来は芸術に関わってい
くことができたらと感じています。

加藤 詩織
2018年度入学

広がり続ける視野
私は1年次から専門のコースを決めず、1年間で演劇身体表現を含む全ての

コースの授業を取ることができるという明治学院大学芸術学科に魅力を感じ、入
学しました。高校時代は演劇部で実践を行っており、そこから学問として演劇を学
びたいと思ったことがきっかけでこの学科を選び、1年間多角度から芸術を学びま
した。様々な授業を受ける中で、やはり自分は演劇身体表現に興味があるのだと
再認識したため、このコースを選びました。演劇身体表現コースに入ってから、授
業において今まで自分では触れてこなかった分野の身体表現にも出会い、同じ演
劇身体表現に興味がある仲間と互いに刺激し合うことで、新たな発見と衝撃を受
け続けています。授業で知識を得てから観劇をすると、舞台を１つ見ても以前と
違った見方ができるようになり、自分が今まで如何に視野が狭かったのかというこ
とに気づくことができました。大学での学びから、確実に自分の視野が広がったと
強く感じています。多くの知識と発見を与えてくれる演劇身体表現コースで学ぶ
日々は、非常に充実しています。

井上 公美子
2017年度入学
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ひとつのことに打ち込む人の姿はたしかにまぶしい。浅田真央選手が光って見えたのは、その演技の素晴らしさの
せいばかりではないのだ。それならば、いくつものことに興味を持ってしまうのはほめられたことではないのか。たし
かに、ひとりの人が水泳とハンマー投げとマラソンでオリンピックに出ることなんかできない。だからアスリートはみん
なそれぞれの種目の専門家になるしかない。ところが、芸術の世界はそれとはまったく違うのだ。美術、音楽、映画、
演劇はそれぞれ異なる切り口から、しかし、人間とはなにか、人間と世界とはどう関わるのかという同じ問いに答えよ
うとしている。多くのジャンルに関わるからこそ見えてくる世界がそこにはある。総合芸術学コースは、そういう世界
を見たいという野心に燃えた君たちにうってつけのコースなのだ。

芸術学科で学んだ専門知識を生かしながら、現代社会と関わっていく職業のひとつに、博物館の学芸員があります。
その基礎を学び、国家資格取得をめざすのが学芸員課程です。

学芸員課程はどのコースを選択した人でも受講できます。学芸員には、美術館ならば美術史学、歴史博物館なら考
古学や歴史学のように、特定分野の専門知識が必要とされるのはもちろんですが、そのほかに、博物館の使命や運
営、収集品の管理と保全、安全で効果的な展示の企画と実施方法などについても、知識や技能が要求されます。芸術
作品や歴史的文化遺産を収集・展示する美術館・博物館は、作り手と鑑賞者をつなぐ媒体であり、学芸員はその媒介
者となります。特に芸術作品は鑑賞者の目に触れなければ完結しません。専門知識と自由な発想を持った学芸員を目
指す人をサポートします。

総合芸術学コース
COMPREHENSIVE ART STUDIES COURSE

学芸員課程
MUSEUM CURATOR CERTIFICATION

美術作品から体感する姿勢を学びました
日本では「学芸員」という資格が存在しない時代から、大切な品物を適切に守るための

ノウハウが、千年以上にわたって積み重ねられてきました。モノの損傷をできる限り抑え
ながら、かつ魅力的に「展示」するという学芸員の仕事には、机上の学習だけではなく、
日頃の資料管理や展示作業等を通じて、実物から直接に体感するという積極的な姿勢が
不可欠です。私にとってモノを見るための最も大きな要素であるこの姿勢は、かつて文学
部芸術学科で日本美術史を学んだ際、「美術」を「実感」することを教えていただいたこ
とが基盤になっていると思います。

白土 慎太郎
日本民藝館学芸員／ 1996 年度卒業

文化芸術を未来へつなぐ学芸員の醍醐味
学芸員は面白い。一般的にその業務は、ミュージアムにおける作品及び資料の収集・

保存、調査研究、展示、教育普及と多岐にわたるが、要するにそれは人が生きた一つの
証である文化芸術を現在そして未来へとつなぐということだ。いまミュージアムでわたし
たちが見る作品や資料はすべて、誰かが大切に守ってきたものである。その一端を学芸
員は担っている。ただ具体的な業務内容はミュージアムごとのミッション（理念）によって
異なっている。私の勤務する群馬県の太田市美術館・図書館は「まちに創造性をもたら
す、知と感性のプラットフォーム」を理念に掲げ、2017年4月にグランドオープンした複
合施設である。いまやミュージアムにはまちの活性化も期待され、当館はその社会的要請
のなかで設立された。おのずと学芸員の業務も拡大するが、根幹は変わらない。目の前と
これからさきのひとと時代を見据えながら、なにをどのように伝えることができるのか。そ
の試行錯誤のなかに、学芸員の面白さがある。

小金沢 智
太田市美術館・図書館勤務／ 2005年度卒業

インタビュー
平安 咲貴　2017 年度入学

選択の自由と幅の広さが魅力の総合芸術学コース
私は心理学部教育発達学科に入学しましたが、どうしても芸術関係の勉強がしたくて2年次に転

学をしました。総合芸術学コースは他コースに比べると専門性は高くなく卒業論文もないのですが、
その分、授業の選択が自由です。私は劇団の主宰をしていて、作・演出をしていますが、私の尊敬
する作家や演出家は、理系学部出身だったり絵描きだったり、色々な引き出しを持っている方が多
く、私も広い見識を持たなくてはならないと思い、このコースに進みました。必修科目も少ない為、
自分のとってみたい授業を取れ、自由である分、外部で学んだり挑戦する時間も、自分の匙加減で
作ることが可能です。また、色々な分野の芸術を、自分の知的好奇心の赴くままに学ぶことができ
て、毎日がとても充実しています。

在校生の声

西本 銀二郎　俳優／ 2018 年度卒業

仲間たちから受けた刺激は表現活動の大きな糧に
役者になることが夢であった私は、その夢に近づくために芸術学科への入学を決めました。ここで4年間

を過ごしたおかげで、様々な芸術に触れて役者としての表現力が高まり、様々な角度から芸術に触れること
で本当に大きく成長できたのではないかと思います。もちろん、入学当初から就活をせずに役者一本でやっ
ていく将来像を考えていましたが、改めて芸術学科の授業を受ける中で自分の本当に好きなものが再確認
ができたり、周りの仲間や先生からたくさんの刺激をいただきました。様々な分野の芸術好きが集まる学科、
こんなに変わった学科はあまりないのではないかと思いますし、ここで学んだことで見方や考え方が大きく
変わりました。僕にとって芸術学科を卒業したことは誇りです。本当に感謝しています。

卒業生の声

石塚 愛美
大学院進学へ導いた総合芸術学コース

総合芸術学コースは、ゼミ（演習）に所属したり、卒業論文を書く必要が無いことが他コースとの大きな
違いです。その代わり、美術・音楽・映像・メディア・演劇のさまざまな領域の講義を受講します。領域にこ
だわらず幅広く学んでいくことで、一つの物事に対していろいろな視点から考えることができるようになりま
す。それだけでなく、講義を受けていくにつれてどのようなことに興味があるのか、改めて自分のことを知
ることができます。私は、４年生のときに演劇の講義を受講していたのですが、講義を重ねるにつれてもっ
と演劇についてしっかり学びたい！と思うようになり、大学院への進学を決めました。それまで大学院への進
学は考えていませんでしたが、総合芸術学コースならではの自由さがあってこそやりたいことを見つけるこ
とができました。総合芸術学コースはさまざまな領域の知識が身につくだけでなく、新たな選択肢を見つけ
られ、自分の可能性を広げることのできるコースだと思います。

明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程在学中／
2017 年度卒業
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芸術学科共同研究室
レポートの提出や学芸員実習の申込みなどで、芸術学科生が必ず訪れるのが、白金と横浜の両校舎にある共同

研究室です。各種映像資料、音楽資料の貸し出しもここで行っています。日本各地の展覧会や演劇、コンサートの
チラシもたくさん置いてあるので、情報収集もできますし、割引チケットなどもあるので、こまめにチェックするの
がおススメです。

明治学院大学図書館付属 遠山一行記念 日本近代音楽館
日本の近代・現代音楽を対象とする国内随一の専門資料館で、白金図書館7階にあり、学内外の方々に広く利

用されています。楽譜、図書、雑誌、録音資料などの出版物、国内演奏会のプログラム、作曲家の自筆譜などを
収録したマイクロフィルムを所蔵するほか、130を超える記念文庫には、個々の作曲家、研究・評論家、演奏家
の関係資料が収められています。

映像・音響資料
芸術学科には、音楽、映画、ドキュメンタ

リー、ドラマ、アニメ、演劇、バレエなどの視
聴覚資料が約 25,000 点あります。学内に
は、芸術学科で借りた資料をじっくり観ること
ができる視聴覚ブースもあります。

資料・施設紹介
│明治学院大学│文学部芸術学科│入学案内│

1716



インフォメーション

❶東京国立近代美術館（本館／工芸館）
❷国立西洋美術館
❸国立新美術館
❹国立映画アーカイブ
❺京都国立近代美術館
❻国立国際美術館

国立美術館 キャンパスメンバーズ

詳細はホームページへ➡ http://www.campusmembers.jp/

❶国立劇場・国立演芸場・国立能楽堂主催の歌舞伎・文楽・演芸・能楽などの公演の特別割引
❷レクチャーやバックステージツアー等、キャンパスメンバーズ限定イベントへの参加
❸イヤホンガイドや公演プログラムの特別割引

国立劇場 キャンパスメンバーズ

詳細はホームページへ➡ http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu/campus_members.html

❶国立科学博物館（上野本館）
❷附属自然教育園
❸筑波実験植物園

国立科学博物館 大学パートナーシップ

詳細はホームページへ➡ http://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/01.html

１年生全員参加の新入生合宿では、一泊二日で関東近
郊にて美術鑑賞や映画鑑賞を行います。鑑賞マナーを学
びながら、まずは芸術に触れることを楽しんでみましょう。
訪問先で学芸員からレクチャーを受けることも出来ます。
1年生全員で何かをする機会は貴重です。新しい友達、気
の合う仲間がみつかるかもしれません。

新入生合宿

芸術学科では、学内で様々な講演会やシンポジウム、レ
クチャーコンサート、演劇上演などを企画・開催していま
す。第一線で活躍する研究者やアーティストの講義や演奏
などにじかに触れ、芸術について学び考えることができる
とても有意義な機会です。ぜひ、出席してみてください。

芸術学科主催イベント

明治学院大学芸術学科では、以下の３つの制度に加入しています。加盟各館のチケット購入窓
口で学生証を提示すると、常設展の入場料が無料、企画展の入場料が割引になるほか、様々な
特典があります。芸術学科に入学後は、この制度をぜひ活用してください。

キャンパスメンバーズ・大学パートナーシップ

詳細はホームページへ➡ http://www.meijigakuin.ac.jp/~art/

芸術学科ではオリジナルサイトを運営し
ています。サイトでは、授業制作課題や学
生運営のウェブサイト、イベント情報を公開
しています。「学科紹介」の項目では、学
習のポイントや開講科目も紹介しています
ので、ぜひご覧ください。

芸術学科ホームページ

│明治学院大学│文学部芸術学科│入学案内│

1918


