
授業科目名 文化交流論Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 赤井　敏夫

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜2限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部のDPに示す、広い知識や体験をもとに柔軟で確固とした価値基準・行動規範を身につけ、
多様な他者と共存し、積極的に交流・協働できる能力の修得を目指す。人文学部専門科目に属し、上位セメス
ターの「地域文化研究」や「文化交流論」の導入科目として位置づけられる。料理としてのカレーの変遷を比較
文化論的に考察することが本講義の目的である。

授業の目的

本科目の内容を把握することによって以下のことが理解できるようになる。1.カレーのような身近なコモディ
ティ（日用品）の背景に文化が重層的に累積していることを読み取る。2.文化の重層化は恣意的に発生するので
はなく、植民地支配という強制的な西洋化が原動力となっていたことが判明する。そして結果的に3.異文化間の
複雑な関係性を理解し多文化共生社会の到来に具える。

到達目標

授業のキーワード

プレゼンテーション・ソフトを使った講義が主体。理解度を計測するために中間と最後に小テストを実施する。
レポートは理解度を深めるような内容を設定し、講義期間中に明らかにする。

授業の進め方

第１週 オリエンテーション 　授業の概要および授業計画を説明する。

第３週 カレーと西洋の接触(2) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第４週 カレーと西洋の接触(3) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第６週 カレーがイギリス料理になる
(1)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。

第５週 カレーと西洋の接触(4) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。　

第９週 カレーがイギリス料理になる
(3)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第８週 前半の内容確認 前半の内容確認のための小テストを実施する

第７週 カレーがイギリス料理になる
(2)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第10週 カレーがイギリス料理になる
(4)

イギリス人は基本的に保守的な人種である。そんなかれらが支配者となってイン
ドへやってきて、本国と同じようなものを食べようとどれほど懸命な努力をした
か。それが結局不可能だと悟ったとき、かれらは渋々現地の料理を自分たちの口
に合うように取り入れようとする。これが「カレー」の始まりである。こうして
生まれたカレーが本国イギリスにもたらされて、どのように国民食として定着し
てゆくかを分析する。　

第11週 日本式カレーの成立(1) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。

第12週 日本式カレーの成立(2) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第15週 後半の内容確認 後半の内容確認のための小テストを実施する

第２週 カレーと西洋の接触(1) 第１クール。インドのカレーといっても昔から統一されたスタンダードがあった
わけではない。各地域の文化的特性が反映された多様なバリエーションがあった
のである。ここに一定のフォーマット化が行われたのは、ポルトガル人、イギリ
ス人などがインドへ到来して植民地支配をはじめて以来といってよい。異種の文
化の接触が飲食文化にどのような相互影響を与えたかを分析する。

第14週 日本式カレーの成立(4) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

第13週 日本式カレーの成立(3) 日本のカレーは本来イギリスに定着したカレーに由来するものである。つまり日
本人はカレーをダイレクトにインドから輸入したのではなく、イギリスを経由し
て受け入れたという背景がある。カレーの日本への定着を、近代化の流れに沿っ
て分析する。　

履修するにあたって 評価に出席点は加味しない。受講態度が不良の場合は上記の条件を満たしていても単位を認めない。



授業時間外に必要な学修 ノートを復習し小テストに備える。　（毎回１時間ほど）
提出課題など レポートもしくはノート。
成績評価方法・基準 授業内容確認小テスト２回40点×2＋レポート20点＝100点のうち60点の取得が最低合格ライン。小テスト

は模範解答を示す。小テスト、レポート共に返却しない。
テキスト 特になし。必要があれば、適宜指示する。
指定図書 特になし。必要があれば、適宜指示する。
参考書 特になし。必要があれば、適宜指示する。



授業科目名 人類の歴史Ⅳ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 北村　厚

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

この科目は、人文学部DP1、2および人文学科DP1、2で示される教養としての基礎知識及び人間の文化についての
専門知識を身につけることを目指すものです。現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがありま
す。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人間に
ついての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。「人類の歴史Ⅳ」では、
20世紀前半の歴史を学ぶことで、人類史上最も悲惨な二度の世界大戦はなぜ起こったのかという問題について考
察し、人類が破滅へと陥らないためにどのような考え方が必要なのか、未来の世界に向けた問題解決への知識と
思考力を得ることを目指します。人種主義（レイシズム）、排外的憎悪、内戦、虐殺、難民など、現代世界は不
安な時代を迎えています。21世紀のこの状況は、第二次世界大戦へと帰着した1930年代に似ているという指摘も
あります。人類の破滅を招かないためにも、20世紀前半の歴史を学ぶことが必要です。なお、この科目の担当者
は、世界史を専門として高等学校での専任講師を3年間経験していた、実務経験のある教員です。従ってこの授業
では、教職科目として必要な、高校世界史の教科知識を身につけることができます。　

授業の目的

１．20世紀の世界について知識と理解を深めることができる。２．世界大戦やジェノサイドがどのようなメカニ
ズムで発生したのか、歴史を構造的に把握することができる。３．現代世界の諸問題について人類史的な観点か
ら提言をすることができる。

到達目標

帝国　世界大戦　移民　人種主義　ロシア内戦　独裁　内戦　ホロコースト授業のキーワード

プリントと板書を用いた講義形式の授業です。授業の最後に毎回15分程度の時間をとり、授業内容に関する小レ
ポートを課します。

授業の進め方

第1回 20世紀のグローバル・ヒスト
リー

20世紀の歴史をグローバル・ヒストリーとして考えるとはどういうことでしょう
か。世界が一体化していることは自明の上で、そこからどのような「人類史」を
描くことができるでしょうか。私たちはただ歴史を知るのではなく、その人類的
経験を知り、そこから未来の人類世界を作り出すための教訓を引き出さなければ
なりません。ここでは、20世紀をグローバル・ヒストリーとして考えるためのさ
まざまな概念についてお話しします。

第3回 日露戦争と民族主義 日露戦争は世界で最初の「帝国」間戦争であると同時に、黄色人種が白人の国家
をやぶったとみなされ、アジア民族主義に大きな影響を与えた戦争でもありま
す。この戦争が世界にあたえた影響を様々な側面から考えます。

第4回 人種主義の誕生 ヨーロッパで19世紀に誕生した人種主義とは、人種に優劣をつけて差別する考え
方であり、20世紀の世界における残酷な帰結に結びつき、現在でも世界中に見ら
れる問題です。この人種主義が政策として徹底的に実行されたアメリカの人種差
別を考えます。

第6回 第一次世界大戦の勃発 人類の歴史の在り方を一変させたといわれる第一次世界大戦はなぜ起こったので
しょうか。ここでは従来の研究ではほとんど顧みられることのなかった中東要因
に着目します。第一次世界大戦前夜、イギリスなどの列強は帝国支配の最後のフ
ロンティアとして、イスラーム分割を加速させました。その一環としてのオスマ
ン帝国の分割が、バルカン半島の緊張を生み、第一次世界大戦をひきおこしま
す。

第5回 人種主義のグローバル化 19世紀にアメリカで確立された人種主義は、世界へと拡大します。それは帝国列
強が「文明」の名のもとに植民地住民を差別的に扱ったことや、移民によって異
文化衝突が常態化したことなどによります。19世紀末からの「黄禍論」やアパル
トヘイト、白豪主義など、その後も長くのこる人種主義のグローバル化を考えま
す。

第9回 黄金時代の人種主義 1920年代はアメリカが「黄金時代」といわれるまでに発展した時代です。しかし
その裏側で、黒人やアジア系移民に対する人種主義もその頂点をむかえました。
ＫＫＫが復活し、1924年移民法が制定されます。そしてこの黄金時代の人種主義
はヒトラーの反ユダヤ主義にも影響をあたえます。

第8回 ロシア内戦とユーラシアの動乱 1917年におこった2度の革命によって、ロシア帝国が崩壊したのち史上初の社会
主義政権が成立しました。しかしこの革命はロシア内戦というユーラシア規模の
内戦へと発展し、第一次世界大戦が1918年に終わっても1922年まで終わりません
でした。なぜ戦争は終わらなかったのか、グローバルな視座から考えます。

第7回 第一次世界大戦の拡大 第一次世界大戦はヨーロッパで800万人もの戦死者を出した史上初の総力戦でし
た。しかしヨーロッパだけを見ると、この戦争が持った「世界大戦」としての影
響の大きさを見過ごします。ここではロシア・中東イスラーム・アフリカ・アジ
アにおける世界大戦について考えます。

第10回 世界恐慌下の民族自決 1929年10月に発生した世界恐慌は、またたく間に欧米諸国を不況のどん底に落と
し込み、そこからブロック経済やナチズムの台頭がおこります。しかしそれ以上
に、本国の不況のしわ寄せを受けたアジア植民地や、アメリカの経済的属国だっ
たラテンアメリカの経済危機は破滅的なものでした。この非欧米の世界恐慌は、
これらの地域にはげしい民族主義運動をもたらします。

第11回 スターリンとヒトラーの独裁 20世紀の大虐殺を主導した二人の独裁者、スターリンとヒトラーは、いかにして
権力をにぎり、独裁体制を確立したのか。1930年代におけるスターリンの大粛清
や個人崇拝、ヒトラーの反ユダヤ政策のエスカレートを紹介し、彼らが異常な手
段によって権力を維持しえた理由について考えます。

第12回 戦争のジェノサイド化 エンツォ・トラヴェルソは「ヨーロッパの内戦」において、国家間の戦争が20世
紀においては国家の市民に対する戦争にシフトしたと述べ、これを「内戦」とい
う概念で説明しました。とりわけ第二次世界大戦は「戦争のジェノサイド化」と
もいうべき状況が進行します。ここではその端緒としての独伊の無差別爆撃と日
本の南京虐殺を取り上げます。

第2回 20世紀の幕開け 20世紀の世界史を「帝国」の形成から解体までの歴史とみなす考え方がありま
す。その問題について考えるために、19世紀末に欧米諸国がどのようにして世界
を植民地化したのか、何のために支配をしたのかを学びます。

第13回 第二次世界大戦の勃発 5000万人の死者を出した史上最悪の戦争、第二次世界大戦の勃発から1940年まで
の状況を追います。ナチの暴走によるヨーロッパの緊張、ノモンハン事件から独
ソ不可侵条約、開戦へ。そして占領されたポーランドでは何がおこったのか。戦
争という状況下でユダヤ人への迫害がエスカレートしていくメカニズムも解明し
ます。

履修するにあたって 私語や途中退室は厳禁です。授業を受ける最低限のマナーを守ってください。



第15回 まとめ 最後に、全体を総括するレポートを作成し、提出してもらいます。

授業時間外に必要な学修 授業をただ受けるだけでなく、毎回紹介する参考文献を図書館で探して読んでいってください（1時
間）。

提出課題など 毎回小レポートを作成して提出してもらいます。次の授業で優れたレポートを講評します。さらに第15回
目に最終レポートを提出してもらいます。最終レポートの評価は要求があれば個別に開示します。

成績評価方法・基準 小レポート3点×14回（42点）と、最終レポート（58点）を合計して成績を付けます。
テキスト なし
指定図書 木畑洋一『20世紀の歴史』岩波書店、2014年リチャード・ベッセル『ナチスの戦争1918-1949　人種と民

族の戦い』中公新書2015年ティモシー・スナイダー『ブラッドランド　ヒトラーとスターリン大虐殺の真
実』筑摩書房、2015年イアン・カーショー『地獄の淵から　ヨーロッパ史1914-1949』白水社2017年エン
ツォ・トラヴェルソ『ヨーロッパの内戦　炎と血の時代1914-1945年』未来社2018年

参考書 授業中に適宜指定します。

第14回 枢軸国と連合国のジェノサイド 第二次世界大戦における膨大な犠牲者がなぜ起こったのか、時系列順に追ってい
きます。大戦末期には犠牲者はさらにエスカレートしていきました。独ソ戦の大
量殺戮、ホロコースト、レジスタンスによる内戦、連合軍による空爆、日本軍の
自滅的大量死、そして原子爆弾・・・。人類史上最も悲惨な戦争の実態に迫りま
す。



授業科目名 生涯学習論Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 立田　慶裕

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義、演習、グループワーク授業の方法

現代の生涯学習は、多様な学習方法を取り入れつつ展開されている。しかし、そのような時代の中でも、読書と
いう基本的な学習方法は重要な位置を占めている。本講義では、生涯学習の方法としての読書に焦点を当て、幼
児から、学校教育を経て、成人教育における読書活動までを考察していく。特に、近年、子どもの読書活動振興
法や、文字活字文化振興法が成立する中で、子どもだけではなく、大人の読書の推進も生涯学習の政策として、
重視されつつある。そこで、まず、幼児教育、学校教育、大学教育における読書教育について考察し、成人教育
における多様な学習方法を学びつつ、現在必要とされている社会人基礎的な読書力を身につけることを授業の目
的とする。本学DPの専門的知識とスキル、読書をめぐる課題解決、主体性を持って相互に学ぶ態度を生涯学習に
関わって学んでいく。本講義は、10年以上の社会教育リーダーの経験と国立教育政策研究所における生涯学習研
究の実務経験を有する講師が担当し、その経験を理論と実践の講義に活用する。

授業の目的

学習目標は、１)生涯学習の多様な方法を身につけることができる、２）なかでも学校図書館を活用した読書教育
の指導ができるようになり、３）その後の成人期における読書活動の実態を知り、多様な読書方法の修得をめざ
す。

到達目標

生涯学習の方法、メディア、読書教育、学校図書館、読書の方法、コンピテンシー授業のキーワード

アイスブレイク、ICT、インブロなど新たな学習方法を修得しながら、生涯学習の基礎的方法としての読書をめぐ
る実践的知識を身につける。また、多様な読書の方法について、授業内で学んでいく。

授業の進め方

第１回 知識社会の生涯学習 １）教育の動向、２）知識基盤社会の生涯学習

第３回 キーコンピテンシーと言葉の力 １）コンピテンシーとは何か、２）読解力の重要性、３）言語活動の充実政策
第４回 読書教育の視点 １）生涯にわたる読書環境の形成、２）読書教育の担い手、３）学校司書の重要

性

第６回 読書教育のための学校教育 １）学校図書館の歴史、２）学校における読書環境、３）地域の読書環境作り

第５回 就学前の読書教育 １）子どもの読書環境、２）言葉の発達と読書、３）物語との出会い、４）読み
聞かせの実践

第９回 小学生と中学生の読書教育 １）小学校時代の読書、２）中学校時代の読書を話し合い、その発達を考える
第８回 教科で行う読書教育 １）学校図書館を活用した指導案作り、２）各教科で取り入れる方法の共同学習
第７回 学校が進める読書活動 １）ブックトーク、２）朝の読書、３）アニマシオンの実践

第１０回 高校の読書教育 １）読書を用いた科学的思考の方法、２）エビデンスに基づくディスカッション
第１１回 電子書籍の活用法 １）電子書籍の動向、２）電子書籍を用いた読書を考える、３）討論
第１２回 諸外国の読書教育 １）北欧、２）ドイツ、３）台湾の読書教育を比較する

第１５回 生涯にわたる読書 １）生涯学習における読書の意義をまとめる、２）コンピテンシーとしての読書
力向上の計画をともに話し合う

授業時間外に必要な学修 本講義では、生涯にわたる読書をテーマとしての講義を行うため、公共図書館や大学図書館に時間外に出
かけて、自分が読みたい本だけではなく、普段、読むことにない領域の分類があるコーナーにも足を運
び、いろいろな領域の本に接するように心がけることが期待される。絵本や科学書、ドキュメンタリーな
ど、小説以外の本を借りてみることが、自分の読書経験を深めるためにも必要とされる。

提出課題など (1)毎回、主題についてのミニッツレポートを作成。(2)読書に関わるレポートを提出。(3)期末に知識整
理のための簡単なテストを行う。

成績評価方法・基準 １）毎回、授業でミニレポートの作成を行い(形成的評価)、15回目にまとめの総括レポート(総轄評価)を
提出する。２）評価の配分は、ミニレポート75％、総括レポート25％とする。

テキスト
指定図書 各回で指示する
参考書 立田慶裕編『読書教育の方法』学文社、2015

第２回 多様な生涯学習の方法 １）学習メディアの活用、２）生涯学習の主要施設、３）多様なメディアの発展

第１４回 成人の読書活動(2)職場 １）多様な職場の読書活動、２）読書を仕事とどうつなぐか、３）読書ノートの
実践

第１３回 成人の読書活動(1)家庭 １）家庭における読書教育の重要性、２）家読活動の発展、３）読み聞かせを実
践する

履修するにあたって 履修にあたっては、ノートテイキングを基礎としながらも、いろいろな学習方法について考え、そうした学習法
の中でもつ読書の重要性を学びます。みなさんが好きな漫画や活字本、ミステリー、SF、ファンタジーなど子ど
もから大人が楽しめる本を探してください。



授業科目名 仕事の文化史 （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 森栗　茂一

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

本授業は、人文学科専門教育科目に属し、本学人文学部DPにもとづき、歴史にもとづく「女と男の文化」の「問
題の解決」に向け、「総合的かつ主体的に理解」し、対話によってわかちあい、グループワーク等の「協働に
よって問題解決」する能力を養う。・具体的には、歴史学に必須の古文書調査の課題とそこからみえる、石高農
本社会、封建制度の支配被支配という系統的歴史学の定説とは異なる日本社会の生活、生業、交流観を学ぶ。・
宮本常一の著作から仕事の歴史の知識を得、歴史民俗学的観点、生活総合から考える態度を養う。・民具学を主
導した宮本常一の視点や、博物館の新潮流をふまえ、歴史民俗学的視点からの「私の視点」を主体的にまとめ
る。なお、この授業担当者は、高等学校教諭を7年、国立歴史民俗博物館客員助教授を3年つとめ、神戸まちづく
り研究所を設立運営してきた、高校教職・博物館企画展示・歴史的まちづくりに関する実務経験のある教員であ
る。これらの経験を柔軟に活かし、総合的な人文研究、歴史学に対する知識や経験の少ない一般学生に対しては
極めて解り易く講じ、既に専門的な知識や経験を有する学生には更に高度な教育が可能である。

授業の目的

・歴史学の基礎である古文書調査を巡る課題と、そこから見える農本社会とは異なる生業観、宮本常一の視点の
知識を習得する。・生活総合、歴史民俗的視点から考えるような態度を身につける。・古文書、宮本常一に関す
る知識、歴史民俗的態度を通じて、博物館や歴史学に対する「私の視点」を主体的に持つようになる。

到達目標

古文書、網野善彦、宮本常一、衆議、山産物、漁村、離島、出稼ぎ、旅と観光授業のキーワード

高校の歴史科には、答えある。大学の歴史学には答え無い。問、仮説、探求・推論、発見だ。毎回、「問」た
て、KP（紙芝居プレゼンテーション、簡易グループワーク）、GW（簡易ワークショップ的なグループ学習）、RT
（ラウンドテーブル：サークル型で自由に語り合う）。協働、発見、わかちあい。ふりかえって、reflection。
文献、引用、毎回予習。授業前日、23：59まで、添付で提出、お約束。・講義１～４では　『古文書返却の旅』
から日本生業史の新視点発見のプロセスを協働で学ぶ。・講義５～12では、宮本常一の衆議、世間師、山産物、
出稼ぎ、観光などの考察から、生業の社会史を協働で学ぶ。・講義13～15では、本授業で学んだ歴史民俗学の視
点から、歴史民俗資料館の新し展示の展開事例を、実践的に検討する。

授業の進め方

宮本常一と網野善彦をなぜ学ぶ
か　　　

KP　私はなぜ受講したか宿題　網野『古文書返却の旅』を読む。気づいたこと
を、文献、頁を明示してメモする。

他者の視点から発見する
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

RT　「そうやったんや」コンクール　　『古文書返却の旅』疑問比べ、教え合い
宿題　網野の他の著作を読んでみる。気づいたことを、文献、頁を明示してメモ
する。　

網野の視点 KP　網野善彦の視点から学んだこと、宮本常一との接点宿題　宮本常一の著作の
一つを読んでみよう。気づいたことを、文献、頁を明示してメモする。

宮本常一に学ぶ他者の視点の発
見

RT　「そうやったんや」コンクール　宮本常一著作　疑問比べ、教え合い宿題　
さらに他者の観点を参考に宮本常一を読む

宮本常一著作のここがおもしろ
い

KP　宮本常一著作のここがおもしろい宿題　他者の発表と自己の観点との関連、
差異　もう一度、宮本常一著作を読む。気づいたことを、文献、頁を明示してメ
モする。

忘れられた日本人 世間師　　 KP　『忘れられた日本人』から学んだこと宿題　森栗「山産物」「山でのことを
忘れたか」を読む　宮本『国有林と山の暮らし』を読む

仕事と生活と衆議 KP　民俗社会の生業と生活、衆議について知ったこと宿題　忘れられた日本人/
世間師　を読む

私は宮本常一のここに学ぶ　　 KP　私は宮本常一のここを学ぶ宿題　森栗「忘れられた衆議」を読む　

山産物と山でのこと　　　 KP　山の生活に関して発見したこと、認識した視点宿題　宮本の村の崩壊、戦後
の村を読む　森栗の「夜這いの崩壊、村の崩壊」との共通点、相違点を考えてく
る

村の崩壊を考える　　 KP　宮本の「村の崩壊」*出稼ぎと、森栗の「村の崩壊」*近代産業　との相違点
を考える宿題　宮本の旅と観光を読む

旅と観光を考える KP  宮本の旅と観光、交流の生業、生活について考える宿題　網野・宮本の歴史
民俗学的視点が、博物館展示に役立つのか、資料・デジタル資料をもとに考えて
くる

模擬特別展示「宮本常一と仕
事」「網野史学と職人」の参考
文献

KP　参考文献を考える

授業時間外に必要な学修 参考文献や資料検索には、60分以上、そのレポート記述には30分以上が、必要となる。
提出課題など 毎回、授業の予習として、参考文献、資料検索等により、A4　1枚程度の下調べをし、引用等を明示して

レポート提出する。その予習で、次回の授業を展開する。
成績評価方法・基準 毎回のKP（小テスト、宿題を含む）15回（15×５点）　および　授業中の質問・意見表明（25点）による
テキスト 網野善彦『古文書返却の旅』中公新書、1999年
指定図書 『宮本常一著作集』全50巻、未来社
参考書 BOXに置いた『宮本常一著作集』抜粋と「抜粋目次」。「森栗茂一のコミュニティコミュニケーション」

にある、関連の森栗論文等著作。

『古文書返却の旅』から発見し
たこと

KP　『古文書返却の旅』から発見したこと宿題　網野『古文書返却の旅』の疑問
点？気づいたことを、文献、頁を明示してメモする。

模擬特別展示 KP　模擬特別展示「宮本常一と仕事」「網野史学と職人」宿題　その特別展示の
参考文献をポストイット5枚に書いてくる

博物館展示・歴史民俗資料研究
の新潮流
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

RT　網野・宮本と歴史民俗資料館展示エコミュージアム、触れる体験する、防災
展示、まちづくり博物館　WS展示 を考える宿題　論文の書き方を読み、宮本の
民具学、網野の職人論をもとに、どのような博物館展示のテーマ、問、事例、展
示展開ができるか、4枚のプレゼンで考えよ

履修するにあたって この授業、step by stepですすめます。主体的、学ぶ経験ない人にも、歴史探求、面白い。自ずと力がついてく
る。それだけに、自ら予習、発表する、主体的思考、大変です。苦しく楽しい授業です。なお、受講者数、教室
の都合によって、シラバスどおり、授業すすまぬこともあり。



授業科目名 人類学概論Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 寺嶋　秀明

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

▼この授業では、以下の点を目指します。１）人間とそれを取り巻く自然との関係について人類学的視点からさ
まざまな知識とその応用を学ぶ（人文学部・人文学科ＤＰの知識・技能）。２）自然とともに生きる知識と行動
について深く思考する基盤を形成する（人文学部・人文学科ＤＰの思考力・判断力・表現力）。３）未来におけ
る健全な人間と自然との調和的関係の維持のため、主体的および協調的行動をとる能力を身につける（人文学
部・人文学科ＤＰの主体性・協働性）。▼人類学概論 II では「自然界における人間の位置の探求」および「自
然を楽しむ生活の仕組み」を中心テーマとして人と自然との深いかかわり方を学びます。自然は人間の喜び、楽
しみ、思考の源泉であり生きる基盤です。「深いかかわり」とは人も自然の一員であるという事実に立脚し、自
然と真剣に向きあうことによって得られるものです。 ▼パート １ では野生動物と人間との関係を素材として人
と自然との多様なかかわりについて学びます。 ▼パート ２では自然を相手にした仕事や活動の面白さを探りま
す。日本の各地ではさまざまな自然を利用した仕事や活動がおこなわれています。そこでは人は自然について深
い知識をもち、等身大の技能を用いて自然と相互交渉を展開します。▼パート ３では自然と人そして超自然的存
在（カミ）とのかかわりについて考えます。人は自然と調和して暮らさねばならないが自然は人の思いどおりに
はならない。そこで人は自然の上にカミなどの超自然的存在を考えます。人と自然そしてカミの三者が調和して
こそ人は豊かな生活ができるのです。　カミの役割について生態学的観点から考えます。

授業の目的

（１）人の生活を自然とのかかわりの中に位置づけ、人と自然との関係について理解を深めることができる。
（２）人と自然のさまざまなかかわりをとおし、自然の価値と人の営為について理解を深めることができる。
（３）人と自然の相互的な関係の理解をベースとしながら、環境保全につながる合理的な行動を選択できる。

到達目標

自然と人間、動物との関わり、生態系と持続可能性、反ー人間中心主義、コスモス　授業のキーワード

通常の講義形式。毎回授業の終わりに、当日の講義内容に関する課題を提出し、その場でミニレポートを作成し
てもらう（成績に反映）5回目ごとにそれまでの授業の理解度を測るための振り返りテストをおこなう（成績に反
映）。その結果を次の授業にフィードバックする（最終回は、テスト終了後）。15回の講義終了後、最終レポー
トを提出してもらう（成績に反映）。教科書は使用しないので、毎回、集中して授業を聞かないときちんと理解
できない。また、毎回、次回までの宿題（調べ物）課題を出すので、きちんと予習・復習をしなければならな
い。　

授業の進め方

第1回 イントロダクション 人間は自然界の一員であるが、しばしばそれを忘れる。私たちはまず人間中心主
義を廃し、自然界の一員にすぎないものとしての自覚を持ち、ビッグヒストリー
的視野で世界を見る必要がある。

第3回 自然によりそった生き方（1） 人間が世界の中心であるという考えは正しいだろうか。野生動物と人間との相互
関係から、自然に寄り添いながら生きる生き方について考える。

第4回 自然によりそった生き方（2） 人間が世界の中心であるという考えは正しいだろうか。野生動物と人間との相互
関係から、自然に寄り添いながら生きる生き方について考える。

第6回 生態系とは何か、進化と生態系 前回のフォローアップテストの解説。自然を楽しむためのルールについて。「等
身大」での付き合いをベースとした自然の利用について考える。　

第5回 パート1（1～4回）までの補足
と内容理解度の把握テスト

第1-4回の講義内容についての補足と、パート1全体の理解度を把握するためのテ
ストをし、フォローアップ用のデータを収集します。

第9回 人とミツバチ（2） 自然界と良好な関係を持つことが、これからの人類の未来を決める。人と虫との
関係はその試金石となる。豊かな生活とはなにか考えよう。　　

第8回 人とミツバチ（1）　 人間ミツバチとのつきあいの歴史は長い。人は小さな生命とどのような関係を結
んできたのか。ミツバチとの付き合いを通して、人の生活と生態系との関係につ
いて考える。　

第7回 自然とのサステナブルな付き合
い方

自然はさまざまな喜びのみなもとである。自然との付き合い方の一つとして、マ
イナーサブシステンスとよばれる活動領域がある。達人達のパフォーマンスをも
とにそれらを紹介しながら、自然と人とのサステナブルな関係について考える。

第10回 パート2（6～9回）までの補足
と内容理解度の把握テスト

パート2（6-9回）の講義内容の補足。および、パート2の理解度を把握するため
のテストをし、フォローアップ用のデータを収集する。

第11回 人と自然とカミ（1　） パート2の振り返りの結果の分析。人も自然に寄り添いながら生きてきた動物で
あるが、第3者として登場するのがカミ呼ばれるさまざまな超自然的な力の存在
である。人と自然、カミの3者が相互に依存し、調和した関係をたもつことが豊
かな生活を生む。

第12回 人と自然とカミ（2） アイヌの人々の伝統的生活では、自然界の事物のすべてはカムイ（カミ）である
という哲学がある。彼らの自然観を紹介し、そこから学べるものについて考え
る。

第15回 パート3（11～14回）の補足と
これまでの達成度調査テスト

パート３（第11-14回）の補足。および、講義内容について理解度を把握するた
めの振り返りテストをおこなう。テスト終了後に提出問題の解説をする。

授業時間外に必要な学修 次回の授業に必要な予備知識に関する課題を提出するので、各自図書館などで調べる（目安1時間）。授
業後、復讐のために、各自図書館などで自発的に調べる（目安1時間）　

提出課題など 毎回講義内容に関する小レポートを書いてもらいます。次の時間、前回のミニレポートでの質問や疑問点
について取り上げ、総評をします。5回目ごとにそれまでの授業内容の理解度をはかるためのテストを
し、次回にそのフォローアップをします。また最終レポートもあります。最終回のテストについては、掲
示により解答をしめし、フォローします。最終レポートについては、その総評を掲示して公開します。毎
回しっかりと授業を受けて、復習をする必要があります。

成績評価方法・基準 ふだんの授業の理解と学習態度を重視します。成績は、上記のミニレポート（30点）と達成度確認テスト
（45点）、最終レポート（25点）を総合して成績を判断します（合格は60点以上）。

第2回 野生動物との共生 人の運命は他の動物の運命と無関係ではない。身の回りの野鳥の姿は明日の人間
を映す鏡である。人と自然界とのつながりを考える。

第14回 人と野生動物をめぐる考察 現代人であるホモ・サピエンスは脱アフリカをした10万年前以降、急速に動物と
の関係を革新していった。各地に残されたサピエンスの洞窟絵画の意味を読み解
きながら、人と野生動物との関係の進化について学ぶ。

第13回 人と自然とカミ（3） 地上のすべてのものはカムイの化身とみなすアイヌの生命観についての理解を深
め、それと類似した本土の文化についても考える。

履修するにあたって 授業中、以下の3点を守る1）教室への出入りをしない2）私語をしない3）スマホをさわらない　　（違反者は、1
回マイナス5点）教科書は使用しないので、毎回、集中して授業を聞かないときちんと理解できない。毎回、次回
までの宿題（調べ物）課題を出すので、きちんと予習・復習をしなければならない



テキスト ありません。
指定図書 ありません
参考書 授業中に適宜指示します。



授業科目名 人類の歴史Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 早木　仁成

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、人文学部ディプロマ・ポリシー1、2で示される教養としての基礎知識および人間の文化について
の専門知識を身につけることを目指すものです。　現在を生きる私たちの背後には、膨大な年月の積み重ねがあ
ります。「人類の歴史」では、宇宙の誕生から未来へと向かう長い時間の流れの中に人類の歴史を位置づけ、人
間についての理解を深めるとともに、未来を構想する視座を獲得することを目的とします。　この授業では、霊
長類の仲間として生まれた人類の祖先がどのような経過をたどって現生人類へと至ったのかという進化の道筋を
たどりながら、人類が獲得したものについて考えます。

授業の目的

・霊長類としてのヒトの特徴を説明することができる。・人類進化の概略について説明することができる。・現
在を生きる私たちに、過去の進化がどのような影響を及ぼしているかについて、自分の考えを述べることができ
る。

到達目標

人類、進化、霊長類、猿人、ホモ属、狩猟採集、認知革命、ホモ・サピエンス授業のキーワード

授業は講義形式で、原則としてパワーポイントを使って進めます。Eラーニングシステム(dotCampus)に授業内容
のプレゼンテーションを登録する予定です。復習等に活用してください。

授業の進め方

第1回 イントロダクション 授業のねらいや進め方と今後の予定について説明します。

第3回 霊長類の進化と進化の仕組み ヒトの進化についてみる前に、霊長類の進化の過程と進化の仕組みについて簡単
に解説します。

第4回 霊長類としてのヒト ヒトとヒト以外の霊長類が、さまざまな特徴を共有していることを意味していま
す。霊長類の特徴から、生き物としてのヒトについて考えます。

第6回 猿人の出現　 人類への道を歩みだした最古の祖先は、700万年前頃のアフリカから見つかって
います。その後アフリカの各地で進化を続けます。猿人たちです。猿人の進化を
概観し、猿人とは何者なのかを考えます。　

第5回 理解度確認ワーク　 これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。

第9回 人類誕生 人類の進化について、映像でふりかえります。

第8回 狩猟採集仮説・社会的知能仮説 人類の進化に関する代表的な仮説に、狩猟採集仮説があります。狩猟採集生活が
人類の進化にどのようにかかわるのかを考えます。また、人類進化の特徴の一つ
に、大脳化と呼ばれる現象があります。人類がきわめて高い知能をもつことは多
くの人が知っています。そのような知能の進化を説明する仮説の一つ、社会的知
能仮説についても考えます。　

第7回 ホモ属の進化 250万年前頃に人類は新たな段階へと進化します。ホモ属の誕生です。ホモ属の
進化について概説します。　

第10回 ホモ・サピエンスへの道 人類進化の最後に生まれたのが、ホモ・サピエンス、つまり私たち現生人類で
す。現生人類がどこで生まれ、どのように世界中に拡散したのかを概説します。

第11回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための小テストを実施します。
第12回 ホモ・サピエンスの特徴 人類進化の過程をふりかえりながら、ホモ・サピエンスの特徴について考えま

す。

第15回 理解度確認ワーク これまでの授業についての理解度を確認するための最後の小テストを実施しま
す。

授業時間外に必要な学修 ドットキャンパスに登録される配布資料および参考書欄の書籍を予習、復習に活用してください。単位制
の趣旨から、1回（2時間）の授業に対して4時間の予習復習が目安です。

提出課題など 毎回、出席カードに授業の内容、意見、質問などを書いて提出する。意見、質問については、次の授業時
にフィードバックする。途中3回、理解度を確認するためのワークを実施する。なお、理解度確認ワーク
の正答については、ワーク終了後に解説をします。　

成績評価方法・基準 出席カード等の記載内容（33％）、理解度確認ワーク（67％）により評価する。なお、出席カードは3点
×11回分で33点、理解度確認ワークは20点×2回（第1回と第2回）+27点（第3回）分で67点の配点です。
出席点はありませんので、白紙の出席カードを提出しても0点です。

テキスト なし
指定図書 なし
参考書 "ハラり（2016）『サピエンス全史』（上・下）、河出書房新社クリスチャン、ブラウン、ベンジャミン

（2016）『ビッグヒストリー』、明石書店S.ミズン（2006）『歌うネアンデルタール―音楽と言語から見
る人の進化』、早川書房バーン、ホワイトゥン（2004）『マキャベリ的知性と心の理論の進化論』、ナカ
ニシヤ出版J.ダイアモンド（2015）「若い読者のための第3のチンパンジー」、草思社J.ダイアモンド
（2000）「銃・病原菌・鉄」（上・下）、草思社G.ペッツィンガー（2016）「最古の文字なのか？氷河期
の洞窟に残された32の記号の謎を解く」文芸春秋馬場悠男監修（1997）『人類の起源』、集英社R.ルー
ウィン（1993）『人類の起源と進化』、てらぺいあ片山一道他（1996） 『人間史をたどる』、朝倉書店
黒田末寿他（1987） 『人類の起源と進化』、有斐閣双書埴原和郎（2000）「人類の進化 試練と淘汰の道
のり」、講談社""内村直之（2005）「われら以外の人類｣、朝日新聞社海部陽介（2005）「人類がたどっ
てきた道」日本放送出版協会。三井誠（2005）「人類進化の700万年―書き換えられるヒトの起源」、講
談社河合信和（2010）「ヒトの進化七〇〇万年史」筑摩書房川端裕人（2018）「我々はなぜ我々だけなの
か　アジアから消えた多様な人類たち」講談社更科功（2018）「絶滅の人類史　なぜ私たちが生き延びた
のか」NHK出版新書"

第2回 霊長類のなかのヒト 私たちヒトは霊長類の一員であり、霊長類の仲間として進化してきました。現在
も地球上には多くの霊長類が生きています。霊長類とはどのような生き物なのか
を示し、ヒトの位置について考えます。

第14回 明石原人とは何だったのか 私たちの地元でもある明石の海岸で、90年近く前に、「明石原人」と呼ばれる人
骨化石が発見されています。これまでの授業内容にもとづきながら、明石原人と
は何だったのかを考えます。

第13回 認知革命・農業革命・人類の未
来　

ホモ・サピエンスが成し遂げた認知革命と農業革命について、考えます。最後
に、これまでの話をふりかえりながら、人類はこの先どのように進化するのか、
巨視的な視点から人類の未来を考えます。　

履修するにあたって 授業中は私語や携帯電話の使用は厳禁です。



授業科目名 地域フィールドワーク論Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 三田　牧

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜4限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

フィールドワークは、人類学の基本的な方法論です。それは、異なる社会に入り込み、異文化を内側から理解し
ようとする営みであり、それを通して、自己を含む世界についての相対的な視野を獲得しようとするものです。
この授業では、とくに「生と死への考え方」や「自然界との付き合い方」、という視点から文化（人間の生き
様）の多様性を学びます。さらに、グローバライゼーションによって、今日、どのような問題がおきているかを
学び、同時代を生きる（ある意味で運命を共にする）人間として、危機にどのように向き合うか考えます。　こ
の授業は、人文学部のディプロマ・ポリシーに示す、「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極
的に交流・協働できる」をめざします。またこの授業は基礎専門教育科目に属し、人類学その他のフィールド
ワークをともなう授業の基盤となります。　

授業の目的

①「フィールド（現場）から学ぶこと」がどのような可能性を有しているかを理解できる。②文化の多様性の重
要性を学び、現代に生きるということは、様々な他者と同時代を生き、問題を共有している、ということを理解
することができる。

到達目標

他者の目、文化の多様性、グローバライゼーション、同時代性授業のキーワード

講義の中で、思考する時間を設けます。授業で投げかけられた問題を自分なりに考え、文章にします。数人で議
論をする時間を設けることもあります。

授業の進め方

第1回 旅とフィールドワーク イントロダクション。旅をキーワードにフィールドワークとは何か、考えます

第3回 異人、異界と境界 自己と他者を区切るのはなんでしょう。異人とは何か、異界とは何か。日本の事
例から、「境界」をヒントに考えます。

第4回 生と死のとらえかた（１） 日本における死の観念と葬送儀礼について、考えます

第6回 生と死のとらえかた（3） チベット仏教における生と死の観念について考えます
第5回 生と死のとらえかた(2) 日本における死の観念と葬送儀礼について、考えます

第9回 自然と人間のつきあいかた
（2）

自然と人間のつきあいについて、アニミズムの視点から考えます

第8回 自然と人間のつきあいかた
（1）

人と自然界とのつきあいについて、アニミズムの視点から考えます
第7回 生と死のとらえかた（4） チベット仏教における生と死の観念について考えます

第１0回 自然と人間のつきあいかた(3） アイヌのユーカラから、自然と人間のつきあいを考えます
第11回 自然と人間のつきあいかた(4) 狩猟採集民の視点から、自然とのつきあいを考えます
第12回 自然と人間のつきあいかた

（５）
自然を管理する思想について学びます

第15回 多様であること共存すること 多様な文化を持つ人間たちが、多様な生物の一つの種として、地球で共に生きて
いくことについて、考えます

授業時間外に必要な学修 授業で扱ったトピックについて文献や新聞、ネットなどで情報を収集すること（1日20分、1週あたり2時
間程度）。そのうちの一つについて小論文を書くことを期末課題にします。

提出課題など 学期末に小論文の提出を求めます。また、しばしば授業中に小レポートを書き、提出することを求めま
す。期末レポートに関しては、評価基準を提示します。小レポートについては、採点して返却する場合
と、小レポートの中で書かれたことを総評する場合があります。

成績評価方法・基準 評価方法：授業中に課す小レポート（60点）、期末課題（40点）評価基準：　課題の理解20％、思考の深
さ40％、独自性20％、記述の充実度20％

テキスト 指定しません。
指定図書 指定しません
参考書 授業で適宜紹介します。

第2回 他者のまなざし 日本は外国人人類学者の目にどのように見えたか。エンブリー夫妻の記録から考
えます。

第14回 地球という問いかけ（２） グローバルな自然と人間の関係性をめぐる問題について考えます
第13回 地球という問いかけ（１） グローバルな自然と人間の関係性をめぐる問題について考えます

履修するにあたって この授業では、とにかく思考し、書く（あるいは議論する）ことを求めます。授業への主体的な参加を要求しま
す。



授業科目名 人類社会文化誌Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 三田　牧

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この世界には、異質と判断した人々を社会から排斥しようとする事例が数多く存在します。マジョリティ、マ
イノリティとよくいいますが、少数者の権利を擁護しているつもりで、自分がマジョリティだと思い込み、そこ
に安住していることもあります。文化人類学は、人間の多様な生き方を認める志向性をもつ学問です。この授業
では、「多様な生き方」をキーワードとし、人類学的視点から排斥について考えます。　この授業は、人文学部
ディプロマポリシーの「多様な他者と共存して、異なった価値観を尊重し、積極的に交流・協働できる」「人文
学の知見にもとづき、自由で公正で豊かな社会の実現に貢献できる」を目指します。　なお、この授業は人類学
系の授業の中で、基礎から一歩踏み込んだ応用という位置づけであり、また実践的な研究トレーニングの場でも
あります。

授業の目的

①多様な生き方を排除することの暴力性に気づくセンスを身につけることができる。②人間の生き方、在り方の
多様性について、自分なりの意見をもち、他者と共存する志向性を持つことができる。

到達目標

排斥、多様性、自己と他者授業のキーワード

本授業では自分の力で考えることを重視します。小レポートやディスカッションを頻繁に求めます。2回ワーク
ショップを実施します。これは、学生らによる企画で、授業に関連するワークを皆で行うというものです。ま
た、本授業に関連するテーマについて小研究をしてもらいます。

授業の進め方

第1回 イントロダクション、誰かを排
斥するということ

この授業のテーマと授業の概要について解説します。また、日本社会における排
斥のメカニズムがどういったものかを考えます。

第3回 セクシャリティを考える（1） セクシャリティについて、メッセージをもとに考えます
第4回 セクシャリティを考える（2） セクシャリティについて、信仰という視点から考えます

第6回 多文化共生について（1） 多文化共生とは何か、映画から考えます
第5回 セクシャリティを考える（3） 「ありのままの私」をキーサードに、セクシャリティの多様性を考えます

第9回 コミュニケーションから考える
障害(1)

障害について、ロックト・イン・シンドロームから考える
第8回 多文化共生について(3) 多文化共生について具体的事例から考えます
第7回 多文化共生について(2) 多文化共生について具体的事例から考えます

第10回 コミュニケーションから考える
障害(2)

障害について、ロックト・イン・シンドロームから考える

第11回 コミュニケーションから考える
障害(3)

障害について、ロックト・イン・シンドロームから考える

第12回 あるメッセージから考えるコ
ミュニケーション

あるメッセージをもとにコミュニケーションの可能性について考えます

第15回 この世界で他者と共に生きるた
めに

人間の生き方・在り方の多様性と、他者と共存することについて考えます

授業時間外に必要な学修 授業でとりあげたトピックについて、ニュースを集めてもらいます。それらをもとに、期末課題を作成し
てもらいます（１日20分、1週間あたり2時間程度）。

提出課題など 学期末に小論文の提出を求めます。また、しばしば授業中に小レポートを書き、提出することを求めま
す。期末レポートに関しては、評価基準を提示します。小レポートについては、採点して返却する場合
と、小レポートの中で書かれたことを総評する場合があります。

成績評価方法・基準 評価方法：授業中に課す小レポート（60点）、期末課題（40点）評価基準：　課題の理解20％、思考の深
さ40％、独自性20％、記述の充実度20％

テキスト 指定しません
指定図書 指定しません
参考書 授業中に適宜紹介します

第2回 村はちぶという民俗 日本の民俗社会の排斥の文化について考えます

第14回 ワークショップ(2) これまでにとりあげたテーマに関連したワークショップを学生企画で行います
第13回 ワークショップ(1) これまでにとりあげたテーマに関連した、学生企画のワークショップを行います

履修するにあたって この授業では、とにかく思考し、書く、あるいは議論することを求めます。授業への主体的参加を求めます。



授業科目名 博物館概論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 前畑　政善

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜1限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義を中心に進めます。授業の方法

　この科目では、人文学部のDPに示されているように、受講生1人ひとりが、(1)さまざまな基礎知識を身につけ
るとともに、その向上・発展を図ること、(2)地域社会の課題を理解し、地域のさまざまな要求や問題解決に取り
組めるようになること、(3)社会人として活躍できる能力を身に着けることをめざします。　本科目は、博物館学
芸員資格を取得するための必修科目です。　わが国で生涯教育が叫ばれ出してから時久しく、博物館が社会に対
して果たすべき役割はますます重要性を増しています。この講義では、博物館の歴史、種類、組織、機能、目的
など博物館の基礎知識を習得し、併せて博物館が直面している諸々の課題について学ぶ中で、個々人が今後の博
物館のあるべき姿を考えることを直接的な目的とします。なお、なお、講義者は博物館に30年以上勤務した実務
経験のある教員であり、博物館現場の業務に精通している。故に、講義の中ではそうした博物館現場で得られた
知識・体験等も交えてお話しする予定です。

授業の目的

本科目では、以下に挙げられた4点の修得をめざします。(1)博物館の定義、目的、役割を説明できる(知識)。(2)
博物館の基本的機能やその多様性を説明できる(知識)。(3)博物館学芸員の役割等を説明できる(知識)。(4)博物
館の現状と課題について、その概略を説明できる(知識)。　

到達目標

博物館法、資料の収集、資料の整理・保管、調査・研究、展示・教育普及授業のキーワード

授業は講義を中心に進めます。講義でよくわからなかった点については、出席カードに疑問点を記入してもら
い、次回の授業で回答するという形で対応します。講義では、受講生が博物館に親しんでもらえるよう、学外研
修(博物館見学会)を2回実施します。後ほど訪問館の見学レポートを提出してもらいます。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 全15回の講義の内容と進め方を聴き、そのなかで受講者が博物館や博物館学とは
何かについて全体イメージを抱くことができるようにします。併せて提出課題や
レポートの書き方、評価基準等についての説明を聴きます。(予習として、事前
に配布されたレジメを見ておいてください。なお、毎回、予習時間は30分程度を
目安にして下さい。また、毎回、復習に40～50分かけるようにしてください。)

第3回 博物館の多様性 博物館には、歴史系、考古系、美術系、理工系、自然史系に加え、動植物園から
水族館などが含まれます。ここでは博物館の類型区分(館種・設置者別、法的区
分等)と多様性について学びます。

第4回 博物館の歴史(1) 博物館が最初に誕生したのはヨーロッパです。本講義では、博物館ができた経緯
と背景、ならびに近代博物館から現在に至るまでの歴史について総括的に学びま
す。

第6回 学芸員の職務 博物館事業推進の主役である学芸員について、その役割および実態について学び
ます。

第5回 博物館の歴史(2) 日本の博物館は、明治以降の近代化の中で誕生しました。ここでは、日本におけ
る博物館の歴史を社会的背景とあわせて学びます。

第9回 展示ができるまで 展示・展覧会ができるまでの一般的なプロセスについて学びます。Keywords:展
示ストーリー、展示シナリオ、展示テーマ、タイトル

第8回 博物館ができるまで 博物館が新規に設置されるまでを具体例をもとに学びます。Keywords:基本計
画、基本設計、実施計画、実施設計

第7回 学外研修(1) 実際に博物館へ出向き、訪問館の理念、運営の実際をまなぶとともに、来館者
サービスについて課題の抽出を試みます。(予習として訪問予定の博物館の
HP(ホームページ)を熟覧しておいてください。30分程度を目安とします。)(※学
外研修の実施日時は、別途お知らせします。なお、後ほど事前に配布した博物館
チェックシートを提出してもらいます。)

第10回 博物館と文化財 文化財とはなにか、その定義と意義について考えます。また、博物館が文化財の
保護・保全について果たすべき役割を関連法令(文化財保護法)を参照しながら学
びます。

第11回 学外研修(2) 博物館施設に出向き、訪問館の理念、運営、文化財保全等への取り組みの実際を
学びます。(予習として訪問予定の博物館のHP(ホームページ)を熟覧しておいて
ください。30分程度を目安とします。)(※学外研修の実施日時は、別途お知らせ
します。なお、後ほど事前配布の博物館チェックシートを提出してもらいま
す。)

第12回 現代社会と博物館(1) 博物館が現代社会において果たすべき役割や課題などについて学びます。

第15回 まとめ 各回の講義のエッセンスを復習することで、受講者一人ひとりが博物館とは何か
について改めて顧みます。 (予習/復習ともにそれぞれ60分程度を目安とします)

授業時間外に必要な学修 (1)毎回の講義時に次回の講義資料(レジメ)をお渡しします。事前に目を通し、予習をしておいてくださ
い(目安として30分)。また、事後学習として講義内容をノートに整理しておいてください(目安として40
～50分)。(※予習では、レジメに書かれた内容のすべてを理解しておく必要はありません。わからないと
ころをマーカーなどを使ってチェックしておいてください！)(2)受講生は、講義以外にできるだけ多くの
博物館施設・展覧会を見学するようにしてください。(※なお、博物館の自主見学2回は別途課題として課
します。)

提出課題など 課題の内容は、初回講義の中で提示します。※課題レポート作成に際しては、大学図書館(有瀬キャンパ
ス)にある著書(以下の指定図書)を引用・参考にして作成してください。※レポートは原則として各自に
点数、およびコメント等をつけて返却します。今後の参考にしてください。

成績評価方法・基準 以下の3点を総合的に勘案して評価します。(1)課題レポート･･･30％(2)小テスト･･･････50％(3)見学レ
ポート･･･20％※課題レポート、見学レポートは提出期限厳守！(※遅延したものの提出は認めません。)
※無断欠席や遅刻はマイナス評価とします。(特に、学外研修時の無断欠席・遅刻は大きく減点しますの

第2回 博物館と博物館学 博物館とは何か、さらには博物館学とは何かをそれぞれ歴史的過程を振り返りな
がら学びます。

第14回 博物館の現状と課題 現在、行政改革の中で、博物館のあり方が問われています。その背景と課題等に
ついて学び、今後あるべき博物館像を探ります。

第13回 現代社会と博物館(2) 博物館が果たすべき役割のうち、友の会、ボランティア、参加型博物館に焦点を
当て、先行事例をもとにそれらの意義や課題について学びます。

履修するにあたって (1)不明点については、進んで質問するようにしてください。(※なお、疑問点は自分自身でも図書館へ行って調
べるよう心がけてください。疑問点をそのまま放置してはいけません！)(2)講義日程・内容等は学外研修の日程
により変更されることがあるので、注意してください。(※講義日程等の変更は、前もって講義の前後にお知らせ
します。また、学芸員課程の掲示板(6号館1階)でもお知らせします。掲示板を日々見ておくように心がけてくだ
さい。)【注意】本科目は2年次までに修得しておかないと博物館実習Ⅰ(3年次開講)を受講できません。2年次に
は多くの科目が開講されますので、できるだけ1年次中に単位を取得するよう心がけてください。



で、留意してください。)※定期試験は行いません。※出席回数が規定に満たない者は評価対象外としま
す。

テキスト ありません。
指定図書 (1)吉田憲司(2011)改定新版　博物館概論．放送大学教育振興会、東京．(2)加藤有次・鷹野光行・西源次

郎・山田英徳・米田耕司(編)(2000)新版博物館学講座Ⅰ　博物館学概論．雄山閣、東京．(3)大堀哲・水
嶋英治(編著)(2012)博物館学Ⅰ：博物館概論＊博物館資料論．学文社、東京．(4)石森秀三(2006)改定
版：博物館概論－ミュージアムの多様な世界．日本放送出版協会、東京．(5)村上義彦(1997)地域博物館
概論．雄山閣、東京．(6)加藤有次(1996)博物館学総論．雄山閣、東京．(7)加藤有次(1977)博物館学序
論．雄山閣、東京．※一部の本は大学図書館(有瀬)にありません。

参考書 必要に応じ、その都度紹介します。



授業科目名 博物館展示論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 前畑　政善

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 木曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義を中心に進め、後半では受講生が創った展示案の企画・発表を行ってもらいます。授業の方法

　この科目では、人文学部のDPに示されているように、受講生1人ひとりが、(1)さまざまな基礎知識を身につ
け、自分の考え・意見を口頭や文章で的確に表現できること、(2)地域のさまざまな要求や問題を知り、またその
解決に取り組む能力をつけること、ならびに(3)知識や技能の向上を図ることのよって、社会人として活躍できる
能力を身につけることをめざします。　本科目は博物館学芸員を取得するための必修科目として位置づけられて
います。　講義では、博物館の展示に関する歴史、展示メディア、展示の企画プロセス、展示による教育活動な
らびに展示の諸形態等に関する理論及び方法に関する基礎的な知識・技術などの修得を直接的な目的とします。
なお、講義者は博物館に30年以上勤務した実務経験のある教員であり、博物館現場の業務に精通している。故
に、講義の中ではそうした博物館現場で得られた知識・体験等も交えてお話しする予定です。

授業の目的

本科目では、以下に挙げられた5点を修得することを到達目標とします。(1)博物館における展示活動の意義、展
示の種類、展示の課題、展示を創る際の基本的事項について、それぞれを明確に説明できる(知識・解説力)。(2)
博物館における展示室・展示ケース等の条件を5件以上説明できる(知識)。(3)展示計画の各段階における評価方
法3件について簡潔に説明できる(知識・判断力)。(4)実現可能な展覧会(＝企画展示)(案)を1件企画・作成できる
(知識・企画力)。(5)自らがデザインした企画展示(案)についてPCソフトを使って大勢の前でわかりやすく発表
(説明)できる(発表力・技能)。

到達目標

展示活動、企画展示、展示評価授業のキーワード

授業は、講義を中心に進めます。講義の中でわからなかった点については、出席カードに疑問点を記入してもら
い、次回の授業で回答するという形で対応します。なお、授業の最後の方では、受講者各人が作成した展覧会企
画(案)の発表を行ってもらい、その発表について全員で評価します。初回には、博物館の展示活動に関わる全体
イメージを把握するためのオリエンテーション行います。第2～3回には、博物館における展示の意義や展示計画
の概要を学びます。第4回以降の講義では、展示の原理、展示を利用した教育プログラム、一般的な展示室の条
件、館種別の展示技術や手法、博物館を新設する際や展覧会を実施する場合における展示計画の手順、展示解説
の種類・方法、展示に関連する法規、ならびに近年不可欠となっている展示評価について、その狙いや方法など
について実例を参照しながら学習します。第13、14回には、受講者各自が作成した展覧会(企画展示の開催要項
(案)：基本設計レベル)の発表会を行います。(その際、個々の発表について評価を行います。)最終回には、講義
全体のエッセンスを解説することで全体のまとめとします。

授業の進め方

第1回 ガイダンス 講義の進め方・内容を聴く中で、受講者が博物館における展示活動全体のイメー
ジを描く。併せて、課題レポートの書き方、評価基準・方法等についての説明を
聴く。

第3回 展示の原理 展示は、博物館における来館者とのもっとも中心的なコミュニケーションの方法
である。展示を通した学習は基本的には視覚教育が中心となる。ここでは、その
基本原理および関連法令について学ぶ。

第4回 展示計画 各種展示(絵画展、歴史資料展、館蔵品展など)を計画する際の一般的なプロセス
と計画の諸段階における留意点について学ぶ。

第6回 展示の技術・方法(1) 今日、博物館における展示は来館者に対し、より積極的なメッセージを伝える方
向に変わってきている。ここでは、博物館における展示の諸形態、いくつかの分
野について展示技術の基本的内容について学ぶ。

第5回 展示と教育(Hands-on) 本講義では、博物館展示の中でも、近年、特に盛んに行われているハンズ・オン
展示(Hands-on)について、その歴史と現状、課題等について基本的内容を具体例
を参照しながら学ぶ。

第9回 展示の評価 最近、博物館においてもミュージアム・マネージメントの観点から展示の評価が
行われつつある。ここでは、展示開発システムにおける評価事例もふくめ、展示
における各種評価法とそれら個々の利点・課題について理解を深める。

第8回 展示施設の条件 博物館資料を展示する施設(展示室)やその付帯設備に関し、具備すべき条件につ
いて基本的な考え方や具体的内容を学ぶ。

第7回 展示の技術・方法(2) 動物園水族館における展示も、従来の狭い檻・水槽を使った展示から、より広い
空間に動物を解き放ち、個々の動物の生き生きとした生態を見せる方向に変化し
てきた。ここでは、動物園・水族館の歴史と展示の形態や展示手法の変遷につい
て学ぶ。

第10回 展示をつくる 新設博物館が開館時につくる常設展示(平常展示)について、その設計から展示製
作に至るプロセス、およびその各段階における留意事項について、他機関や個人
との連携・協力も含めて学ぶ。

第11回 学外研修 兵庫県内の博物館にでかけ、訪問館の展示について評価を行う。(予習として、
訪問する館のホームページの閲覧　約30分)   ※学外研修の訪問館・実施日時等
は、別途お知らせします。

第12回 博物館の展示機器 博物館では、展示においてさまざまな機器/備品を活用して利用者に対して学習
機会の多様化を図っている。ここでは博物館で活用されている展示機器、消耗品
等について学ぶ。

第15回 まとめ 各回の講義のエッセンスを振り返ることで、受講者各自が本論全体の復習を行
う。(予習、復習などそれぞれ60分)

授業時間外に必要な学修 (1)講義時には、毎回、次回の講義資料(レジメ)をお渡しします。事前に目を通し、予習をしておいてく
ださい(目安として30分)。　また、事後学習として講義内容をノートに整理しておいてください(目安と
して40～50分)。※予習では、レジメに書かれた内容のすべてを理解しておく必要はありません。わから
ないところをマーカーなどを使ってチェックしておいてください！(2)受講生は、可能な限り近くにある

第2回 博物館と展示 博物館における展示は、博物館側から見れば研究成果の社会への還元と位置づけ
られる。ここでは展示および展示論の歴史、展示が合わせもつ政治性、社会性な
ども含めて、博物館における展示の意義について学ぶ。　

第14回 企画展示(案)の発表(2) 前回に続いて、受講個々人が作成した企画展示(案)の発表と討議・講評を行う。
(発表資料作成3～5時間、発表練習約10分×3回)

第13回 企画展示(案)の発表(1) 受講者個々人が課題として作成した企画展示(案)の発表と評価を行う。( 発表資
料作成：3～5時間、発表練習：約10分×3回)

履修するにあたって (1)講義の中でわからなかった点については、進んで質問するようにしてください。(※不明点については受講者
自身も図書館へ行って自ら調べるようにしてください。わからなかったことをそのまま放置してはいけませ
ん！)(2)講義日程は学外研修(博物館の見学)の日程により変更されることがあります。(※講義日程の変更は、原
則として講義の前後にお知らせします。また、博物館学芸員課程の掲示板でもお知らせします。◎掲示板を日々
見るように心がけてください。)



博物館を訪問し、各館の展示方法・展示形態、あるいは展示解説などに注目し、実践的に講義の予習・復
習を行ってください。

提出課題など 課題は以下の4件とします。(1)課題レポート：3件◎レポート作成にあたっては、テキストだけでなく、
下記の指定図書を幾冊かを必ず参照するようにしてください。(※指定図書はその多くが学図書館(有瀬)
に配架されています。)(2)企画展示(案)の作成：1件(3)学外研修レポート：1件(4)図書館ミニ展示の評
価：1件※(1)～(4)：原則として各自に点数、およびコメント等をつけたレポートを返却します。(※以後
の参考にしてください)※課題(1)～(3)の詳細については初回の授業で提示します。(◎提出期限厳守のこ
と！◎遅延してのレポート提出は認めません)

成績評価方法・基準 以下の5点を総合的に勘案して評価します。その詳細については初回の授業で説明します。(1)課題レポー
ト(3回)･････30％(2)展示企画(案)・発表････20％(3)学外研修レポート･･････5％(4)図書館ミニ展示評
価･･･5％(5)小テスト(4回)･････････40％★(1)～(3)は、原則として点数、コメントをつけて返却しま
す。今後の参考にしてください。★(4)、(5)は点数をつけて返却しますので、間違ったところなどを確認
しておくようにしてください。※講義への出席が規定回数に満たない者は評価対象外とします。※定期試
験は行いません。

テキスト 指定しない
指定図書 (1)寺島洋子・大髙幸(2012)博物館教育論．(財)放送大学教育振興会、東京．(2)佐々木利和・原田一敏・

松原茂(2012)博物館展示論．NHK出版、東京．(3)里見親幸(2014)博物館展示の理論と実践．同成社．(4)
大堀哲・水嶋英治(編著)(2012)新博物館学教科書　博物館学Ⅱ－博物館展示論＊博物館教育論　学文社、
 東京．(5)日本展示学会(編)(2010)展示論－博物館の展示をつくる．雄山閣、東京．(6)ティム・コール
トン(著)染川香澄・芦谷美奈子・井島真智・竹内有理・徳永喜昭(訳)(2000)ハンズ・オンとこれからの博
物館．東海大学出版会、東京．

参考書 ※必要に応じて、講義の中で提示します。



授業科目名 博物館教育論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 前畑　政善

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 金曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義を中心に進め、後半では受講生が創った教育プログラム（案）の企画・発表を行ってもらいます。授業の方法

　本科目では、人文学部のDPに示されているように、受講生1人ひとりが、(1)さまざまな基礎知識を身につけ、
自分の考え、意見を口頭や文章で的確に表現できること、(2)地域のさまざまな要求や問題を知り、またその解決
に取り組む能力をつけること、ならびに(3)知識や技能の向上を図ることのよって、社会人として活躍できる能力
を身に着けることをめざします。　本科目は、博物館学芸員の資格を取得するための必修科目として位置づけら
れています。 　講義では、博物館における教育活動の歴史とその今日的なあり方を考えるための基礎となる理論
および実践に関する知識と方法を修得し、博物館に特徴的な教育機能に関する基礎的能力を養うことを直接的な
目的とします。なお、講義者は博物館に30年以上勤務した実務経験のある教員であり、博物館現場の業務に精通
している。故に、講義の中ではそうした博物館現場で得られた知識・体験等も交えてお話しする予定です。

授業の目的

本科目では、受講生が以下の4点を修得することを達成目標とします。(1)博物館における教育活動の目的と方
法、およびその歴史の概略を説明できる(知識)。(2)博物館教育における現状と課題を明確に説明できる(知識)。
(3)博物館で実施する教育プログラム(案)を企画・作成できる(企画力)。(4)教育プログラムを大勢の前でわかり
やすく発表(説明)できる(表現/発表力)。

到達目標

学び、生涯教育、学校教育、学習プログラム、博学連携授業のキーワード

本科目の授業は、講義を中心に進めます。講義の中でわからなかった点については、出席カードに疑問点を記入
してもらい、次回の授業で回答するという形で対応します。なお、授業の最後の方では、受講者各人が作成した
教育プログラム(案)の発表を行ってもらい、受講者全員で評価します。初回授業では、博物館の教育活動の全体
像を把握するためのオリエンテーションを行います。 第2回以降の講義では、博物館における教育活動の歴史、
意義、方法(特に教育プログラムの作成やその評価)の概要を実例を参照しながら学びます。第13、14回には、受
講者1人ひとりが作成した教育プログラム(案)の発表会を行います。最終回には、講義全体のエッセンスを解説す
ることで全体のまとめとします。

授業の進め方

第1回 ガイダンス、教育とは何か？ 講義の進め方、および課題レポートの書き方、評価基準・方法等について説明を
聴く。併せて、博物館における“学び”について、その理念・原理について学
ぶ。(予習では配布されたレジメについて、不明点などのチェックをするように
してください。予習の目安：30分程度、また、復習：40～50分。以下、略する
が、各回同じように予習、復習に同じくらいの時間を掛けてください。)

第3回 生涯教育と博物館 生涯教育とは、個人自らが自由意思にもとづいて創造的な学習をするという形態
であり、その内容や形態も多様である。ここでは博物館の生涯教育全体の中での
立ち位置、役割、理念等について学ぶ。

第4回 博物館と学校教育 博物館はその特性を活かして学校教育と連携することが望まれている。ここでは
その背景と実態、課題等について学ぶ。

第6回 博物館の教育(1) 展示(常設展示、企画展示)、体験・発見室(ディスカバリールーム)などを通じた
教育および教育プログラムについて具体例を参照しつつ学ぶ。

第5回 博物館教育の原理、特性 博物館における教育は、自らが選んで自発的に学ぶという点において学校教育と
は基本的に異なっている。ここでは、博物館における“学び”の特性を博物館の
歴史や社会情勢の変化と照らし合わせて学ぶ。

第9回 博物館教育の特色(1)－文化系
博物館－

博物館教育は、博物館が扱う対象分野によってさまざまな特徴がみられる。ここ
ではいくつかの文化系博物館について、それぞれの教育の特色について具体例か
ら学ぶ。

第8回 博物館教育の専門職 博物館には、一般に展示をはじめとして数多くの教育プログラムがある。その中
心的役割を担っているのが博物館の教育専門職(Educator)である。国内外におけ
る博物館教育専門職の実態とそのあるべき姿をさぐる。

第7回 博物館の教育(2) 展示以外の各種教育プログラム(講座、講演会、シンポジウムなど)について企画
方法や課題について学ぶ。

第10回 博物館教育の特色(2)－自然系
博物館/子ども博物館－

自然系博物館で行われる教育活動は文化系博物館における教育活動とはかなり異
なっている。ここではいくつかの自然系博物館について、それぞれの教育の特色
について具体例から学ぶ。また子ども博物館における教育活動についても学ぶ。

第11回 教育プログラムの評価 博物館にはさまざまな学習プログラムが用意されている。ここでは博物館で開発
されるワークシート、ワークショップ、学校向け学習プログラムを中心に教育プ
ログラムの評価の方法・課題等について学ぶ。

第12回 地域博物館の歴史、教育機能、
課題

今日、地域博物館では、その立地する地域の人びととの対話および協働した活動
が不可欠となっている。ここでは地域博物館の今日までのあゆみ(歴史)、現在抱
えている課題、ならびに地域博物館の教育活動の中身について学ぶ。

第15回 まとめ 本講義全体にわたってポイントを振り返り、総括的に復習を行う。(予習に60
分、復習に60分程度かけてください。)

授業時間外に必要な学修 (1)毎回の講義時に次回の講義資料(レジメ)をお渡しします。事前に目を通し、予習をしておいてくださ
い(目安として30分程度)。また、事後学習として講義内容をノートに整理しておいてください(目安とし
て40～50分)。※予習では、レジメに書かれた内容のすべてを理解しておく必要はありません。わからな
いところをマーカーなどを使ってチェックしておいてください。(2)受講生は、できるかぎり博物館を数
多く訪問し、各館の展示をはじめ、各種教育プログラムなどに注目し、実践的に講義の予習・復習を行う
ようにしてください。

第2回 海外の博物館教育 博物館教育に関しては欧米の博物館が常に先導的役割を果たしてきた。ここで
は、わが国の博物館教育のありかたを検討するための素材として、欧米諸国の博
物館教育の歴史、現状を学ぶ。

第14回 教育プログラムの発表(2) 第13回に引き続いて受講者個々人が作成した教育プログラムを発表し、それぞれ
の発表について、受講者全員がそれぞれの発表について評価を行う。(発表資料
作成3～4時間、発表練習約10分×3回)

第13回 教育プログラム発表(1) 受講者個々人が作成した教育プログラム(対象、狙い、中身、予算など)を発表
し、受講者全員がそれぞれの発表について評価を行う。(発表資料作成3～5時
間、発表練習約10分×3回)

履修するにあたって (1)本講義を受講するに際しては、これまでに習った博物館教育に関連する授業の内容を復習しておくようにして
ください。(2)講義の中でわからなかった点については、自ら進んで質問するようにしてください。(※不明点に
関しては、まずは受講生自身で図書館へ行って調べるようにしてください。不明点は自分で調べることによっ
て、はじめて自分のものになります！)(3)講義日程は都合により変更されることがあります。※講義日程の変更
は、原則として講義の前後にお知らせします。また、学芸員養成課程の掲示板でもお知らせします。◎掲示板を
日々観るよう習慣づけてください。



提出課題など 下記のような2件の課題を課します。(1)課題レポート：3回◎レポート作成にあたっては、必ず下記の指
定図書を幾冊か参照するようにしてください。※指定図書等は、その多くが大学図書館(有瀬)に配架され
ています。(2)教育プログラム(案)の作成※課題(1)、(2)ともに、詳細については初回の授業で提示しま
す。(提出期限厳守のこと！◎遅延してのレポート提出は認めません)※上記の(1)、(2)ともに提出された
レポートは点数、およびコメント等をつけて各自に返却します。返却されたレポートは、放置してはいけ
ません。熟覧・検討し、以後レポートを作成する際の参考にしてください。

成績評価方法・基準 以下の5点を総合的に勘案して評価します。(※詳細については初回の授業で説明します。)(1)課題レポー
ト(3回):10×3回＝30%(2)教育プログラム(案)作成(1回)：10%(3)教育プログラム(案)発表(1回):10%(4)小
テスト：10×4回：40％(5)受講態度：10％★(1)、(2)は、原則として点数、コメントをつけて返却しま
す。今後の参考にしてください。★(4)は点数をつけて返却しますので、間違ったところなどを確認して
おくようにしてください。※発表(配点10点)の評価は、受講生全員の評価値(平均点)をもって行うものと
します。※ 講義への出席が規定回数に満たない者は評価対象外とします。※ 定期試験は行いません。

テキスト ありません。
指定図書 (1)小笠原善康・並木美砂子・矢島國男(2012)博物館教育論－新しい博物館教育を描き出す． ぎょうせ

い、東京．(2)寺島洋子・大高 幸(2012)博物館教育論．(財)放送大学教育研究会、東京．(3)大堀哲・水
嶋英治(編著)(2012)博物館学Ⅲ： 博物館情報・メディア論＊博物館教育論．学文社、東京．(4) 小笠原
善康・チルドレンズミュージアム研究会(編) (2006)博物館の学びをつくりだす－その実践へのア ドバイ
ス． ぎょうせい、東京.(5)木下周一(2012)ミュージアムの学びをデザインする．ぎょうせい、東京．(6)
村上義彦(1995)新しい地域博物館活動．雄山閣、東京．(7)染川香澄・芦谷美奈子・井島真知・竹内有
理・徳永喜昭(2000)ハンズ・オンとこれからの博物館．東海大学出版会、東京．

参考書 必要に応じて、講義の中で提示します。



授業科目名 美術研究Ⅱ （資格） 単位数

開講キャンパス代表教員 倉持　充希

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 火曜3限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、学部のDPに掲げられる「人間の文化に関する専門知識」、特に西洋美術史に関する知識の習得と
活用を目指す。　人文学科専門教育科目の人間探求科目群に属する本科目では、16世紀から20世紀にかけて西洋
で生み出された絵画、彫刻、建築を取り上げる。具体的には、時代ごとの文化や様式、主要作例の造形的特徴を
把握したうえで、作品の意味内容や機能、当時の社会との関わり、思想的背景といった多様な観点から作品にア
プローチする。芸術という文化的所産の分析を通じて、人間の営みを考察する思考や方法論に慣れ親しむことを
目的とする。本科目は、博物館学芸員課程科目（選択科目）も兼ねる。

授業の目的

１．歴史文化や美術の様式に関する基礎知識を習得する。（知識・技能）２．主要作例を、自らの言葉で説明で
きる。（思考力・判断力・表現力）３．作品を鑑賞し、分析するための学術的態度を修得する。（主体性・協働
性）

到達目標

西洋美術史　美術史学　絵画　彫刻　建築　授業のキーワード

・プロジェクターで図版を見せながら、内容を解説する。・毎回の授業内レポートで、作品記述や歴史文化に関
する論述に取り組む。

授業の進め方

第1回 西洋美術史の概要 西洋美術の歴史と美術史学の方法論を概観する。・ヨーロッパ・アメリカ史の大
きな流れを予習する。・16世紀から20世紀までの美術史を復習する。

第3回 17世紀イタリア美術 カラヴァッジョ、ボローニャ派、盛期バロックを考察する。・17世紀のイタリア
諸都市の状況を予習する。・カラヴァッジョとボローニャ派の様式的な相違点を
復習する。

第4回 17世紀スペイン美術 スペインの宗教画とベラスケスの代表作を考察する。・17世紀スペインの状況を
予習する。・カトリック改革が美術に与えた影響を復習する。

第6回 17世紀オランダ美術 レンブラント、フェルメールの代表作を考察する。・17世紀オランダの状況、特
に独立戦争の経緯を予習する。・プロテスタント圏の絵画の特色を復習する。

第5回 17世紀フランドル美術 ルーベンスとフランドルの画家の制作活動を考察する。・17世紀ネーデルラント
の状況を予習する。・フランドル画家の共同制作を復習する。

第9回 ロマン主義と写実主義 ジェリコー、ドラクロワ、ターナー、クールベの代表作を考察する。・19世紀前
半のフランス・イギリスの状況を予習する。・写実主義の社会的背景を復習す
る。

第8回 ロココ美術と新古典主義 ヴァトー、ダヴィッド、アングルの代表作を検討する。・18～19世紀のフランス
の状況を予習する。・新古典主義の理想美を復習する。

第7回 フランス古典主義 プッサン、クロード・ロランの芸術活動を考察する。・17世紀フランスの状況を
予習する。・理想的風景画の特徴を復習する。

第10回 印象派とアカデミスム マネ、モネ、ルノワール、官展派の制作活動を考察する。・19世紀後半のフラン
スの状況を予習する。・印象派と官展派の技法上の相違点を復習する。

第11回 後期印象主義 セザンヌ、ファン・ゴッホ、新印象主義の技法の特色を考察する。・19世紀末か
ら20世紀初頭のフランスの状況を予習する。・点描の理論と手法を復習する。

第12回 象徴主義と世紀末美術 モロー、クリムト、ラファエル前派の主要作例を考察する。・19世紀イギリスの
状況を予習する。・近代化と世紀末美術の関係を復習する。

第15回 戦後美術 ジャコメッティ、ウォーホルらの代表作を考察する。・第2次大戦の経緯を予習
する。・ポップアートと戦後社会との関わりを復習する。

授業時間外に必要な学修 ・授業計画に記された予習・復習の課題を行う。（各60分）
提出課題など ・毎回、授業内レポートに取り組む。当日あるいは次回にフィードバックを行う。・授業内試験を3回実

施する。後日、解答例を示す。・期末レポート（3000字）を提出する。レポート提出後、全体への講評を
まとめ、dotCampusなどでフィードバックする。

成績評価方法・基準 ・授業内レポート　30％（到達目標１・２の達成度合い）・授業内試験（3回）　30％（到達目標１・２
の達成度合い）・期末レポート（3000字）　40％（到達目標１・３の達成度合い）・試験2回以上と期末
レポートの提出がない場合は、単位取得はできない。

テキスト レジュメや参考資料を配布する。
指定図書 特に使用しない。
参考書 高階秀爾・三浦篤［編］『西洋美術史ハンドブック』新書館　1997年『西洋美術館』小学館　1999年　

『西洋美術の歴史』（第6～8巻）中央公論新社　2016～17年

第2回 マニエリスム マニエリスムとフォンテーヌブロー派を考察する。・16世紀イタリア・フランス
の状況を予習する。・マニエリスムの語源を復習する。

第14回 ダダとシュルレアリスム デュシャン、ダリ、マグリットらの制作活動を考察する。・第1次大戦の経緯を
予習する。・『シュルレアリスム宣言』を復習する。

第13回 フォーヴィスムとキュビスム マティス、ピカソ、ブラックの主要作例を考察する。・20世紀前半のヨーロッパ
の状況を予習する。・セザンヌの芸術とキュビスムとの接続を復習する。

履修するにあたって ・前期開講の「美術研究I」から継続して受講するとよい。



授業科目名 博物館情報・メディア論 (資格) 単位数

開講キャンパス代表教員 倉持　充希

開講学期 2020年度 後期 曜日時限 月曜5限

＜授業計画＞

講義番号 主題 内容

2

有瀬

講義授業の方法

　この科目は、博物館学芸員課程の必修科目である。博物館や美術館は、多種多様な資料を保存・展示する専門
機関であるが、近年の情報技術の発展と普及により、私たち市民も、博物館に関わる情報にアクセスしやすく
なっている。ここでいう情報とは、博物館資料に関する情報のみならず、教育普及や広報に関する情報なども含
む。　この科目では、博物館における情報の意義と活用方法および情報発信の課題等について理解し、博物館の
情報の提供と活用等に関する基礎的能力を養うことを目的とする。

授業の目的

1．博物館情報・メディアに関する基礎知識や知的財産の取り扱い方を習得する。(知識)2．博物館情報・メディ
アをめぐる現状を理解し、学芸員および市民の立場から課題を見出す。(態度・習慣)3．博物館における情報・メ
ディアの活用例を考察し、その役割や今後への提案を適切に述べる。(技能)

到達目標

博物館　メディア　データベース　デジタル・アーカイブ　著作権授業のキーワード

・プロジェクターで写真や図表を見せながら、内容を解説する。・受講生は、毎回、授業内レポートに取り組
み、意見を発表して議論する。・各自で博物館・美術館を訪れて調査し、第12・13回に成果を発表する。・第14
回は、兵庫県立美術館へ見学に訪れる。

授業の進め方

第1回 情報・メディアの意義 博物館情報・メディア論の概要を示し、提出課題や評価方法を説明する。

第3回 博物館情報のアクセス評価 各自の調査に備え、博物館による紙媒体・インターネットによる情報提供につい
て、どのようなアクセス評価が行われているかを学ぶ。

第4回 データベースの構築と公開 博物館資料の基本的なドキュメンテーションの作業と、近年進んでいる資料の
データベース化の概要を学ぶ。

第6回 博物館の情報発信 博物館で扱われている様々な情報の管理と公開について学ぶ。特に、インター
ネットを活用した情報提供の現状と課題を考察する。

第5回 デジタル・アーカイブの現状と
課題

博物館資料に関する詳細な情報を、インターネット上で公開するデジタル・アー
カイブのプロジェクト例を検討する。

第9回 著作物、個人情報の利用 著作物利用の際に必要な許諾や、個人情報利用の際に必要な本人の同意などにつ
いて、具体例を交えながら学ぶ。

第8回 個人情報の保護 博物館の業務とも関わりの深い個人情報保護法やガイドラインを基に、個人情報
保護の基本概念を学ぶ。

第7回 著作権 博物館で情報を取り扱う際に留意しなければならない知的財産権について、文
書、図版、音声、映像に関わる著作権を中心に学ぶ。

第10回 デジタル・ミュージアム(1) 国
内の事例

博物館における資料のデジタル化のフローやドキュメンテーションについて学
び、デジタル・ミュージアムの国内の事例を検討する。

第11回 デジタル・ミュージアム(2) 国
外の事例

国外のデジタル・ミュージアムの具体例を学ぶ。併せて、ヨーロッパの美術館に
おける情報メディアの活用や市民との関わりについても考察する。

第12回 プレゼンテーション(1) 受講生が博物館・美術館で調査した情報・メディアの活用例を報告し、議論す
る。

第15回 総括 学習内容、各自の調査結果、美術館見学を総括し、博物館における今後の情報活
用について議論する。

授業時間外に必要な学修 事前学習(60分)・シラバスを参照し、キーワードの意味を調べておく。・インターネットや書籍を活用
し、調査先の博物館・美術館に関する情報や取り上げる観点について予習を進める。事後学習(60分)・授
業での解説を踏まえ、キーワードや重要項目の内容を整理する。・各自博物館・美術館を訪れ、発表準備
とレポート作成を進める。

提出課題など ・毎回、授業内レポートに取り組む。当日あるいは次回にフィードバックを行う。・各自で博物館・美術
館を訪れて調査し、第12・13回に成果を発表する。その場でコメントする。・上記の発表と、第14回の見
学を踏まえて、学期末レポートを作成する。レポート提出後、全体への講評をまとめ、dotCampusなどで
フィードバックする。

成績評価方法・基準 ・授業内レポートとそれに基づく発表・議論　30％(到達目標1・2の達成度合いで判断する)・プレゼン
テーション　20％(到達目標2・3の達成度合い、特に調査内容と発表の準備を重視する)・学期末レポート
　50％(到達目標3の達成度合い、特に調査内容の報告と論理的展開を重視する)

テキスト レジュメや参考資料を配布する。
指定図書 特に使用しない。
参考書 適宜、紹介する。大堀哲・水嶋英治［編著］『新博物館学教科書　博物館学III　博物館情報・メディア

論＊博物館経営論』学文社　 2012年 (上記の授業計画は、本書を参考に組み立てられている)

第2回 メディアとしての博物館 情報社会では、博物館自体が情報を発信するメディア(媒体)となっていることを
学ぶ。

第14回 兵庫県立美術館の見学(日程は
学期中に告知)

兵庫県立美術館を訪れ、美術館での情報収集について理解を深める。
第13回 プレゼンテーション(2) 前回の続きと、各発表で提示された様々な課題を踏まえた全体討論を行う。

履修するにあたって ・情報・メディアに関する専門知識は必要としないが、博物館学芸員課程の他の科目と合わせて受講することが
望ましい。・各自での博物館見学と兵庫県立美術館での見学には、交通費と観覧料が必要となる。


