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科目名

京都まちづくり学

スケジュール

担当者
17：30～19：00

第 2、第 4 火曜日

山田浩之

赤﨑盛久

講義形態

ゼミ方式

日程、概要、目的、講義計画

日程：10 月～3 月
科目概要：
「まちづくり」は、実に様々な分野が関係してきます。産業、住宅、環境、交通はもちろん、京都
の場合は更に観光、文化、宗教（門前町）なども深く関係しています。それぞれの分野で活躍して
おられる方々に、話題提供をしていただいて受講者全員で議論を深めるセミナー方式の授業です。
目的：京都のまちづくりを研究する意義として以下の点を上げることができます。①「文化の発
展」が都市の発展において重要な位置を占めるようになってきた今日、1200 年におよぶ歴史都市
京都は文化によるまちづくりを研究し、実践するにあたりこれ以上の都市はないこと。②京都は
古い事物や建築ほど価値を継承しながら新しい時代の変化に対応しょうとすること。③京都は学
区という濃密なコミュニティに支えられたコンパクトシティのモデルともなりうること等、今後
のまちづくりのテーマに恵まれた京都でのまちづくりの研究や実践は、これからの都市政策、ま
ちづくりの在り方を考える場合に、多くの都市にとって非常に参考となる。
講義計画：
日付：10 月 13 日（火曜日）17：30
講師：深町加津枝氏 （京都大学地球環境学堂 准教授）
テーマ：「嵐山の歴史的景観と河川整備」
日付：未定
講師：小林 孝夫氏

（佛教大学研究員）

テーマ；（仮）「祇園祭について」
以下未定
会場：成徳学舎（室町高辻西入る旧成徳中学 2 階）
参加費用：無料
参加申し込み：不要

教科書・参考文献・その他
「京都から考える 都市文化政策とまちづくり――伝統と革新の共存」山田浩之・赤崎盛久 編著 ミ
ネルバ書房 2019 年 11 月 20 日発行
問い合わせ：事務局 赤﨑

090-1131-7268, Email: zak00336@ybb.ne.jp
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科目名

市民と経済学

スケジュール

金曜日

担当者

阿部弘

１４：００～１７：００

講義形態

講義

日程、概要、目的、講義計画

日程： 年間
9 月 25 日/ 10 月 23 日/ 11 月 20 日 12 月 25 日/ 1 月 22 日/ 2 月 26 日/ 3 月 26 日
科目概要：
「經世濟民」や "οικονομικος" "Wirtschaft" 的なものが、世界史上、最も根源的

１

なものを構成している、という問題意識から、
「人間」とそれを取り囲むもの「自然」
・
「環境」を
明らかにしていくことが、たとえば、
「自然生長」的なものを生活の指針とするゲルマン的な思惟
体系の成立となっていくことを解き明かすキーになっていくことを明らかにして行く。
２ 「自然としての人間」を破壊する「所有・取得」
*

このなかで「取得」システムとしての「所有」が明らかになる。

* 「取得」を「最大利潤」へと指向させる「資本」
3

"commune":
* 商業・商人と関連している。 (SERRA:Breve Trattato.1613)
* 「資本」内部に構築される「資本間共同体」

目的：
資本主義社会からの移行過程が、資本内部から生み出されてくることの理解
講義計画：
「経済学」の体系 [市民大学院講義要綱]
＜概観＞
体系－１：
第１部：「経済学」
第２部：「資本」
第３部：市民社会とコミューン
体系－２：
第１部：
「経済学」
：この科学が、人間を中心としてその社会生活を営んでいく過程を理論化したも
のとして、現われてくる、その道筋を明らかにする。
＊

このタームが、
「自然成長」的なものをその根幹に据えながら、社会的なものとの関連の上

で、成立してきたものであること、が重要なテーマになる。
＊

この概念の基底に存在している、中国社会で成立してきた、
「經世濟民」の思想と、ヨーロ

ッパ社会で成立してくる、
「エコノミー」(Oeconomie・"Wirthschaft・хозяйство)という
概念に共通する、人間社会と、それを擁立している自然環境、との関係が、ここで展開される第一
の問題点になる。
＊

しかしながら、これらの概念が、人間をも含めた自然の「社会」による支配過程、として成

立してきた、その道筋を解明する。
第２部：「資本」
：
「資本」という概念はどのようにして形成されてきたのか。
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＊

この「資本」という概念が、私たちの生活と密接に結びついた「富」というものと、どのよ

うな関係
にあるのか。
＊＊ 主としてヨーロッパ社会の歴史のなかで観ていく。
＊＊＊ 重点は、この「資本」"capital" が、私たちが「資産」と呼んでいるものを制作する「道
具」のことを指していたということである。
＊＊ 「道具」的「資本」が、
「資産」それ自体をも「資本」化していく過程を考察する。
＊

「資本的富」を問題にする。

＊＊ 「資産→資本化」の状態を理論的に分析していく。
＊＊＊ 「人間」までもが「資本」を造るための手段になっていく論理を追求する。
＊ 「資本」はその発展過程で、自己に対するアンチテーゼとしての「社会」資本を内部に生み
出していく、その過程を分析していく。
＊＊ 「利子生み資本」の精鋭発展過程と、その中での資本間の「共通・共同体」要素の産出の
分析
＊＊ アンチテーゼとしての「社会」資本の分析
第３部：市民社会とコミューン
＊ 「資本」そしてその論理展開は、人間社会が「市民社会」という形態をとって展開していく
のと密接な関係を有している。
＊＊ そこで展開される、
「市民」という人間の在り方が、人間生活の相互交流的関係のなかで
形成されてくることに焦点を当てて分析していく。
＊

「市民」という人間生活の在り方が、従来の「貴族」社会的道徳を、すべての人間の「平

等」、という、社会的な状態の変化のなかで、全人類的なものして行くさまを追求する。
＊ 「全人類」的な社会環境とはどういうものなのかを、
「コミューン」というラテン社会で培
われてきた概念・実態との関係で観ていく。
＊＊ 種々の文献でのこれらの概念の成立過程を分析していく。
＊＊ 「地域」という人間の生活空間を分析して行く。

教科書・参考文献・その他
テキストは可能な限り、プリントにします。
参考文献として、阿部弘『経世済民論と経済学』, 創成社, 2010 を掲げておきます。
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講義科目名

生活建築学

担当者・職
氏名

ＨＡＳ建築研究所所長（一級建築士）
ジャパンデザインプロデユサーズユニオン

副理事長
市民大学院講師
開講期

後期

曜日

PM２：００～４：００

基本・毎月第４土曜日

廣瀬

講義形態

滋

講義と演習

講義概要と目的、講義計画と内容
日程：後期 ９月から２月（１２月を除く）

科目概要：
生活のあり様を「感学」することで色々な気付き、問題発見があります。本講座では、誰にとっても
身近な住まいづくりを見直すことから始めて、生活シナリオを想い描き、具体的なプランニング、生活
デザイン演習に関わることで、自らが多様な状況や関係への対応力、問題解決のための才覚＝生活建
築力を育むプロセスを学習することを目指します。
講座に参加していただく方々との交流も含めて、共に、それぞれの生活背景の中で培われた生活建築
力（生きるための才覚）を交流、連携、共同、集体化し、これからの人生設計の具体化を探ります。
さらに、私的にも社会的にもコモン・センスを踏まえた多様な関係の問題解決、具体的な商品開発、ビ
ジネスメニューなどを総括的にとらえるプロデユーサ・マインドを育む大切さに気付くキッカケにつ
ながることを願っています。
第１回：９月２６日（土）
生活建築力を身に付けるための「気付きと発見」についての講義とあわせ、前期に引き続き各参加者の
演活づくりに基付く住まいのプランニングについてのプレゼンテーションを行う。
後期より参加の方にも、プレゼンテーションに関連して生活建築学について、構想・概要を説明しま
す。
「感学」から「生活建築力」を育む展望について講話
第２回：１０月１７日(土)(第４土曜日２４日は市民大学文化セミナーのため第３土曜に変更)未定
生活建築力の具体的活用について講義。参加者のプレゼンテーションと意見交流を通じて生活建築学
の概要を実感する。
第３回：１１月２８日(土)
建築雑誌などから気に入る住宅の設計図や写真を持ち寄り、各自がその共感するポイントを挙げ、参
加者の意見交流をしながら、生活シナリオの大切さ、生活建築思想について学ぶ。
第４回：１月２３日(土)
各自の住まいづくりノートの作成を通じて、感じたこと、気付いた問題点などを出し合い、生活建築学
の可能性を検証してみます。宿題:「私の住まい」課題説明（次回までに模型製作）
第５回：２月２７日(土)
各自の「私の住まい」のプレゼンテーション。住まいづくりを考えることから感じた「感学」と生活建
築力の可能性についてのデイスカッション。
教科書・参考文献・その他（テキストをお持ちでない方はテキスト代￥１５００が必要です）
テキスト
明日のための生活建築学 ￥１０００（廣瀬滋著）
住まいづくりノート￥５００（廣瀬滋著）
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科目名

文化経営学・文化政策

担当者

池上惇
通信制郵便・メール・ふるさと創生大学総合学

スケジュール

講義形態

個人別郵便連絡

術データベース・月一回の対面（オンラインも
可能）

日程、概要、目的、講義計画

日程：
科目概要：文化資本の経営を基本とし、これを支援しうる文化政策を講義する。
目的：「二つの資本論」＝経済資本・文化資本を基軸とした、経済学体系を構築するため
講義計画：
Ⅰ

経済資本と文化資本－「二つの資本論」とは何か

Ⅱ

文化資本論の発生過程と、研究の進化―創業研究から地域研究への展開

Ⅲ

地域研究における文化的伝統と創造活動

Ⅳ

文化的伝統における意識構造－祭りの研究を中心として－

Ⅴ

社会関係よりみた文化的伝統

Ⅵ

技能・技術より見た文化的伝統

Ⅶ

経済資本から見た生産手段・生活手段

Ⅷ

文化資本から見た生産手段・生活手段

Ⅸ

経済資本の循環と、文化資本の循環

Ⅹ

文化資本論体系
教科書・参考文献・その他

教科書・池上惇『文化資本論入門』京大学術出版会、2017 年初版、2019 年二刷
池上惇『学習社会の創造』京大学術出版会、2020 年
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科目名

文化経済学

担当者

スケジュール

水 曜日(日程注意)

中谷 武雄

16:00～17:30

講義形態

講義

日程、概要、目的、講義計画

日程：９／２３，１０／７，１０／２１，１１／４，１１／１８，１２／２，１２／１６，
１／１３，１／２７

９回を予定

☆開講日は水曜日ですが、隔週を原則としました。開講日にご留意下さい。
科目概要：ウルリケ・ヘルマン『スミス・マルクス・ケインズ：よみがえる危機の処方

箋』（鈴木直訳、みすず書房、2020 年、393＋11，3600.-）、を教科書として採用し、毎回
１章
ごとに内容を要約したレジメを配布し、それにもとづいて報告し、参加者で議論する。
目的：原題は、「資本主義を取り除いても解決にならない（どの資本主義も解決策ではな

い？！）
：現代経済学の危機、われわれはスミス、マルクス、ケインズから何を学べるか」
である。邦題も内容、課題、意図を踏まえて適切になされている。

帯表：経済学の最重要人物スミス・マルクス・ケインズ。彼らが時代の転換点で洞察した
資本主義の本質とは何か。いま新たな段階に入り、危機を孕む現代資本主義への処方箋。
カバー裏：経済危機はなぜ起こるのか? 貧富の差はなぜ固定するのか? 豊かさはどこか
ら生まれるのか? お金の役割とは？
こうした問いを理解するために、経済学の最重
要人物スミス、マルクス、ケインズに立ち帰ってみよう。彼らが出した答えから、経済学
の核心を見ることができる。／資本主義はたえざる流動的なプロセスである。彼らはそれ
ぞれの時代において資本主義の本質をつかみ、経済学を刷新した。スミス『国富論』、マ
ルクス『資本論』、ケインズ『一般理論』のポイントと彼らの生きた時代を記述し、資本主
義という逆説に満ちた社会システムを明らかにする。いま新たな段階に進み、危機を孕み
持つ資本主義への処方箋。
講義計画：
９／２３： 1

はじめに：現代経済学の危機 ＋10 スミス、マルクス、ケインズから何
が学べるか ＋訳者解説（鈴木直）スミス、マルクス、ケインズから何を学ぶべきか
１０／７： 2 経済を発見した哲学者：アダム・スミス
１０／２１：3 パン屋から自由貿易まで：
『国富論』（1776）
１１／４： 4 資本主義を分析した共産主義者：カール・マルクス
１１／１８：5 科学となった社会主義：
『資本論』（1867）
１２／２： 6 資本主義には無関心：新古典派
１２／１６：7

貨幣はどこに！?：ジョン・メイナード・ケインズ
１／１３： 8 確実なのは不確実だけ：
『一般理論』（1936）
１／２７： 9 今日の主流派：資本主義を取り除いても解決にならない
参考文献：中村隆之『はじめての経済思想史：アダム・スミスから現代まで』講談社現代
新書 2482、2018 年 6 月 （スミス、ミルとマーシャル、ケインズ、マルクス、ハイエク、
フリードマン、組織の経済学）。
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科目名

文化政策・まちづくり演習

スケジュール

担当者に問い合わせ

担当者

池上惇、小宮弘信、中谷武雄
講義形態

通信制

日程、概要、目的、講義計画
講義日程：On-Line にて開催（参加方法は事務局に問い合わせください）
科目概要：文化政策・まちづくり学を、地域コミュニティ・デザイン学の視点から、総合的に研究する。
同時に、モリス翻訳会を開催して、古典研究を行う。さらに、市民大学院での研究成果を個々人が発表
する機会ともするので、有志は申し出てください。研究報告は 14 時―16 時の間に行います。研究テ
ーマはご自由に。
講義計画
Ⅰ

コミュニティ・デザイン学の概要

Ⅱ

地域経営学の概要

Ⅲ

地域社会における事業継承・創造システム

Ⅳ

地域社会のコモン・ストック・共感・学び合い・育ちあい

教科書・参考文献・その他
教科書：池上惇『学習社会の創造』
、京大学術出版会、2020 年。
中野健一『日本経営学の成立』国際文化政策研究教育学会、2019 年。
参考文献：池上惇『文化資本論入門』京大学術出版会、2017 年初版、2019 年 2 刷。
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森嶋学

9
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科目名

アダム・スミス研究会

スケジュール

原則

隔週

担当者

土曜日

中谷 武雄

10：00～12：30

講義形態

ゼミナール

日程、概要、目的、講義計画

日程： 9／19，

10／10，

10／31， 11／14，

11／28， 12／12，

…… を予定

（日程については事前に確認を）
科目概要：スミスや『国富論』関係を中心に、経済学史、経済思想史や社会思想（史）にかかわる現
代的著作を読み進める。
参加者の作成した内容要約のレジメにもとづく報告を受けて参加者で議論をする。
＜現在の教材＞

前期から継続中

イシュトファン・ホント『商業社会の政治学：ルソーとスミス』田中秀夫・村井明彦訳、昭和堂、2019
年、3630.1

商業的社交性：ジャン-ジャック・ルソー問題

2

商業的社交性：アダム・スミス問題

3

統治の歴史：判事が先か、法が先か？

4

統治の歴史：共和国、非平等、革命?

5

経済学：市場、家政、見えざる手

9／19

6

経済学：ナショナリズム、競い合い、戦争

10／10

帯表：格差は古代にも近代にもあるが、生まれる理由は変わった。また商業社会では自尊心が摩擦を生
み、政治はそれに対応しなければならない。ルソーとスミスはこうした問題をどう分析し、それにどう
答えたか?

≪今後の採用教材候補≫
竹本洋『アダム・スミスの倫理：
『道徳感情論』を読む』名古屋大学出版会、2020 年、222＋29、
5400＋税
生越利昭『啓蒙と勤労：ジョン・ロックからアダム・スミスへ』昭和堂、2020 年、396，
6200＋税
折原裕『徳と市場：8 つの徳と市場との関連』白桃書房、2019 年
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明治 150 年・異文化交

科目名

流研究会

スケジュール

担当者

枝澤康代（同志社大学元教授）
金井萬造（立命館大学客員教授）

13：00～14：30

第３週・月曜日

講義形態

報告・討議

日程、概要、目的、講義計画

日程： ①10 月 19 日、②11 月 16 日、③12 月 21 日、④1 月 18 日、⑤2 月 15 日、⑥3 月 15 日
科目概要：明治時代における国際交流・異文化交流による教育・生活文化・信仰と精神面での
影響の実態を多角的な視点から検討し深める。江戸時代における産業発展・生活の
豊かさを求める庶民教育や推進した著名人の取組みや交流・流通・生活文化面での
変化の実態、明治時代における欧米諸国の技術・文化・教育面でのグローバルレベル
での取組みや国家政策・政治・教育と外来の教育文化の関わりから社会状況がどのよ
うに変化していき日本的なものと外来のものがどうように混ざり合って行ったかを検
討していく。
目的：特に、教育面での明治時代に影響していったリベラルアーツの 19 世紀でのアメリカにおけ
る高等教育や明治時代における日本の教育体制へのそれらを教育方法の影響について考察
していく。日本的なもの・日本固有のものを求める江戸時代からの取組みを検討し、それら
が明治時代を形成していく国学・儒教の産業・生活・教育への影響を検討する。以上を比較
検討して明治時代を解明していく。
講義計画：毎回、参加される方々の取組み・研究を報告頂いて、それを基にして意見交換をしてい
く。次回の報告は研究会で検討し、準備して頂く。
前期に検討した課題の延長の報告から、特に、取り組んできた実践家についての分析
や教訓を現代・未来の取組みに活かしていく。
10 月は、リベラルアーツの実践事例の検討、江戸時代の近世国学と明治時代の渋沢
栄一の取組みを分析する。
11 月は、リベラルアーツの取組み事例の検討、国際交流における平和と共存の模索
について検討していく。
参加者のご報告を基本にしているので、毎回の報告は事前の研究会で、テーマを設定
させて頂く。

教科書・参考文献・その他
次回の研究会関係資料については、お知らせし、報告者にレジュメを準備して頂く。
時間の関係で、毎回の報告は 2 名を指名させて頂く。報告の申し出で歓迎します。
報告レジュメはコピーして当日に配布する。
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科目名

共成経営学

担当者

スケジュール

第二･第四木曜日

午後４時～

岩田 均
講義形態

講義

日程、概要、目的、講義計画

日程：
2020 年 10 月～12 月の間に月二回、計６回の実験的講義を開催する。
＊一般市民向けの公開オンライン講座（Zoom 利用、各回 40 分）
＊成徳学舎を利用しない「在宅様式」（遠方からの参加も可能）
科目概要：
仕事を通じて人間的に「共に成長する」ことが社会の根本原理のように思われます。共にとは、
一般的には対立的に理解される、個人と組織、師匠と弟子、企業と顧客や地域社会、つくり手とつ
かい手や素材、自然と人間･･などの万象が共に成長することを意味します。一人勝ちや弱肉強食、
支配と隷属、諦めや惰性が蔓延る現実を俎上に乗せ、より具体的な仕事の改善をテーマとして研
究し、共に成長する仕事と暮らし、企業経営を実現しましょう。
目的：
経営者：経営力強化、経営革新、人材育成などに役立てる
社会人、一般市民、学生など：仕事と生活の改善に役立てる
講義計画：毎回午後 4 時開始の 40 分間

＊タイトルは仮題

第 1 回：10 月 8 日（木）
地域力からのスタート、共成経営への気づき
第 2 回：10 月 22 日（木）
組織と人間、日本的経営の本質
第 3 回：11 月 12 日（木）
智恵の経営の進化形としての文化資本の経営
第 4 回：11 月 26 日（木）
固有価値論と職人仕事、新しい「匠」の時代
第 5 回：12 月 10 日（木）
コモンズの現代的な復活、共成の事業プラン
第 6 回：12 月 24 日（木）
近未来社会の姿、まとめ
参加方法：
お気軽に岩田宛メールでご連絡ください。iwatahit@gmail.com
参加の URL をメールでお伝えします。（毎回異なります、ワンクリックで参加できます）
教科書・参考文献・その他
・講義用資料（パワーポイント）を提供します。
・岩田均「地域力を育む大学の役割」2010、星城大学研究紀要
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科目名
スケジュール

ケイブズ翻訳会

担当者

池上惇
講義形態

担当者に問い合わせてください

通信制

日程、概要、目的、講義計画

講義日程： On-Line で開催中（参加方法は事務局までお問い合わせください）
科目概要：ケイブズが 2000 年に刊行した創造産業論は古典的労作であるにもかかわらず日本語訳
が出版されていない。この空白を埋めるため、貴重な労作の翻訳会を行う。
序章：

創造活動の経済的特徴

には、次のような指摘がある。

経済学者は、特別な、そして、他と区別しうる特徴にしたがって、多くの産業部門を研究してき
た。それは製薬やコンピューター・チップの革新競争、化学的工程をもつ産業の新生産能力を立ち
上げる競争、食品加工における製品の差別化や有力ブランドの繁栄といった問題である。事実、多
くの産業部門においては、競争行為の特色ある形態を明らかにし、それらが、公共政策特有の問題
とも関係しているという視点からの研究が支配的である。しかしながら、人は、
“創造的な”産業
が、文化的価値，芸術的価値，また、単なる娯楽的価値と結びつく財やサービスを供給しているこ
とを見過ごしがちである。創造産業は本や雑誌出版、ビジュアルアーツ（絵画、彫刻）
、舞台芸術
（演劇、オペラ、コンサート）
、音楽、映画やテレビ製作、またファッションやおもちゃ、ゲーム
さえも含む。この分野を研究している経済学者は主に、卓越した舞台芸術への公的補助金につい
て焦点を当てている。
経済学者達が創造的活動に対する公共政策について考えをめぐらせていたとき、なぜそうした
活動が現在見られるような方法で組織されているか、という疑問に対してその回答をほとんど無
視してきた。どのようなタイプの芸術家であれ、
『ありふれた』パートナーと協力し、そしておそ
らくは他の芸術家とも同様に協力することによってのみ、創造的な過程による課題の達成をする
ことができる。画家は画商を必要とし、小説家は出版社を必要とする。映画の撮影は俳優・ディレ
クター・脚本家・カメラマン・プロダクションデザイナー・メーキャップアーティスト、そしてあ
る意味では自分を芸術家だと思っている人により成り立っている。
（これらに加えて、トラック運
転手や会計士のように芸術家には見られない人も必要）こうした協力は、握手で済まされる取引
から念入りな契約書の締結に至るまで多様である。芸術プロダクションの中には、有名な交響楽
団や、ハリウッドの映画スタジオのように１９３０年代に生まれて引き続いているものもある。
本書は創造的活動の組織に関するものであり、なぜ取引と契約が現在のように組織されているの
か、なぜ創造的活動には企業の中で生じるものと、その都度、取引の中で生じるものがあるのかを
説明する。
」
推進者は、池上惇、中谷武雄、中野健一、中西康信、岩田均、藤岡純一、綾野浩司である。

教科書・参考文献・その他
教科書：R. Caves, Creative Industries, contracts between Arts and commerce、 Harvard U.P.,
2000.
参考文献：池上惇『文化資本論入門』京大学術出版会、2017 年初版、2019 年 2 刷。
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科目名

工芸ブランディング塾

スケジュール

第三土曜日

担当者

竹内 友貴 岩田 均

午後３時～

講義形態

講義

日程、概要、目的、講義計画

日程：
2020 年 10 月～2020 年 3 月の間に月１回、計６回の講義＋ディスカッションを行う。
＊学生等向けの公開オンライン講座（Zoom 利用、各回 180 分）
＊成徳学舎を利用しない「在宅様式」（遠方からの参加も歓迎）
科目概要：
近年メディアなどで伝統工芸や手仕事が注目されている理由の一つに、従来とは異なる作り手の
思いを伝えるブランディングや魅せ方があります。本講座では、工芸のブランディングに焦点を
当て、作り手と使い手が共感し合うモノづくりの理論と最新動向について講義します。
目的：
経営者：自社の強みを活かした販路の開拓

高価格帯商品への参入

学生：作り手として他の職人との差別化、就職活動を見据えた自分自身のブランディング
＊工芸の新潮流に焦点を定めて、若い工芸志望者に対して、新鮮な情報を提供する

講義計画：毎回午後３時開始の 180 分間

＊タイトルは仮題

第 1 回：10 月 17 日（土）
生活の中の工芸

ブランディング（ブランド）とは

第 2 回：11 月 21 日（土）
工業の工芸化

ブランディングの必要性

第 3 回：12 月 19 日（土）
工芸を活用した付加価値戦略
第 4 回：1 月 16 日（土）

ブランディングの具体例から考える

＊日程変更の可能性あり

ゲスト講義 地域ブランドからジャパンブランドへ
第 5 回：2 月 20 日（土）
ブランド化による海外進出
第 6 回：3 月 20 日（土）
総括
参加方法：
受講希望者は、竹内宛にメールでご連絡ください。trust_net_hope@yahoo.co.jp
参加の URL をメールでお伝えします（毎回異なります）。

教科書・参考文献・その他
講義用資料（パワーポイント）を提供します。
講義の際に参考文献を提示します。
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科目名

食文化の経営

スケジュール

火曜日

担当者
1 時～3 時

岸本直美
講義形態

研究会

日程、概要、目的、講義計画

日程： ①１１月２４日
②２月

科目概要：〇日々の暮らしの中で、家庭や地域社会等での食の営みを探ります。
〇全国で代々受け継がれた発酵文化の新手法を探り、食事等深く関わって暮らす知恵
や販売状況などを通して探っていきます。

目的：

日本の食文化に欠かせない発酵文化は、その食品は、市場上巨大産業ともいわれ、
年間、医療・環境技術の分野を含めると１０兆円をゆうに超えるとまでもいわれてい
ます。
山にも平野にも海にも川にもそれぞれの風土に育まれた発酵文化があります。
そこで、発酵を通して、人類の暮らしにまつわる文化や技術等の謎を紐解き
社会的形成を探ります。そして商品から見える暮らしの奥深さを知りあいます。
特に若手経営者の手法を探ります。

研究会計画：
※昨今の社会状況を鑑みヒィールドワークが実施できませんでしたの
で、前期計画を変更しまして醤油業界の現状等を行いました。
８月２５日
◎後期１１月 24 日
２月

９月 29 日

酒造業界の現状
味噌や特産物業界の現状

教科書・参考文献・その他
・発酵文化人類学 小倉ヒラク 木楽舎 ２０１７年版 ・
「発酵の人類学」 小倉武夫 中公新書
・
「京の食文化」 非売品
・
「学習社会の創造」池上惇

2019 年版
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科目名
スケジュール

尊徳研究会

担当者

池上惇
講義形態

未定

研究会

日程、概要、目的、講義計画
尊徳思想における現代的な要素を検討しつつ、地域再生・発展に向けての創造的な協働システム構築
を目指す。

教科書・参考文献・その他

17

担当者氏名

地域文化史:研究会

研究会名
スケジュール

第

4

岸本正美

15 時～16 時半

火曜日

講義形態

研究会

日程、概要、目的、研究会計画

日程： 月 1 回（第 4 火曜日）
科目概要：これまでの「東北学」
・
「京都学」
・
「日本海学」
・
「太平洋学」等の整理をしながら、日本
列島の縄文時代からの人々の生活が現代の私達の生活がどのように繋がっているのか
を何年か続きで検討していく。また、中国や朝鮮半島を含む東アジアとの歴史的繋が
りを解明しながら、今後のアジア圏の平和・共存・互助の国際関係の構築に貢献できる
研究者を送り出すことも目指す。

目的：歴史的遺産でもある豊かな日本列島の自然資源を循環的・有効的に活用して、今後は全ての
日本人が人間的で文化的な生活を送れるようにしていくには、どうすればいいのかを研究
会参加者で探っていく（来年度には、共著で出版をも目指します。
）
研究会計画：①改めて、地域文化史とは何か。（何度も、新しい「地域文化史観」を提案）
②東北地域の文化史（補論）
③北海道地域の文化史
④沖縄・南西諸島の文化史
⑤東アジアと日本列島の文化史
⑥インドとの関係
⑦中東との関係
⑧欧州との関係
➈総まとめと課題の解明
1
○0参加者各自の感想文の提出と自己校正

※後期は、⑤以降をテーマとする。
また、研究会参加者による「話題提供」を輪番で毎回お願いするようにします。

教科書・参考文献・その他
「Ｄｅｓｉｇｎ ｗｉｔｈ

ｎａｔｕｒe 」ＭａｃHarg 日本語訳本 （Ｕｒban Ecology で使用 ）

「文化資本入門」池上惇 京大学術出版会 2017 年

岸本の各種レポート及び論文

等の関連する資料を研究会時に研究会時に配布予定。
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研究会名
スケジュール

働学研（博論・本つく
り）研究会

担当者氏名

十名直喜、
（事務局）太田信義・冨澤公子、
（顧問）池上惇・中谷武雄

約 2 時間半

月1回

講義形態

研究会

日程、概要、目的、研究会計画

日程： 月 1 回…10 月 24 日（土）
、11 月 21 日（土）、12 月 19 日（土）14 時～16 時半
オンライン式：Zoom 利用

対面式：京都・成徳学舎 2 階

進め方：博士論文・本つくり
① 毎回、各位が作品（構想メモ、随筆、論文など）を持ち寄る。
② 報告と議論を通して、論点と課題の発見を促し、助言する。
③ 論文や随筆は、電子メールでのファイル交換などを通して、校正指導を行う。
④ 博士論文の仕上げ、本つくりに向け、協同して種々の支援を行う。
目的：社会人研究者の論文指導を通して、博士論文・本つくりを積極的に支援する
本研究会は、2019 年 7 月の第 1 回研究会を皮切りに、月 1 回ペースで開催してきました。2020 年 45 月はコロナ禍で中止するも 6 月から再開し、すでに 12 回に達しています。7 月からは、オンライン
にて Zoom を使って開催しています。月例会以外にも、書評会 6/27、博論検討会 7/3 をオンラインにて
開催しました。数人からの手探りで出発しましたが、学び合う熱気にあふれ、対面式では 20 人を超え
る月もみられました。オンライン式でも 10 人前後の参加を得ており、対面式とは一味違う熱気に包ま
れています。コロナ禍のなか、オンライン式で活路を拓き、その比重を高めています。
担当者（十名）は、名古屋学院大学で 21 年間、社会人の博士論文指導に携わり、2019 年 3 月末に定
年退職しました。社会人博士育成のノウハウと思いを、京都の地で、市民大学院および基礎経済科学研
究所を足場に、より実りあるものにできればと思っています。
近年、在野の社会人研究者の受け皿、すなわち彼らの研究成果を受けとめ洗練化の指導を行ったう
えで学位（論文博士）を出す大学は、むしろ減ってきています。本研究会は、近隣大学院とも連携して
そうした時代状況を切り拓き、博士論文つくり、博士号の取得、単著書出版などを、社会人研究者が実
現できるように支援する研究会です。

研究会計画： 月 1 回の研究会は、初心者から熟練者に至る 5 タイプの思いに応え、楽しく真摯に議
論できる研究交流の場にしたいと思っています。
A：これまでの仕事と社会活動を論文や随筆にまとめて、学術誌などで発表したい。
B：これまでまとめてきた論文や随筆を体系的に編集し、足りない部分を加えて、1 冊の本にしたい。
C：上記 B を博士論文に仕上げて、申請・審査を経て学位（博士号）を取得したい。
D：博士論文を洗練化して学術書として出版したい。
E：いずれも成就しているが、さらなる高みをめざしたい。

これまでの研究や仕事、生き方をまとめたい。さらなる高みを極めたい。そのような思いを抱か
れている方のご参加をお待ちしています。
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遠野気仙文化資本研究

科目名

会

スケジュール

第 4 週・日曜日

担当者

金井萬造（立命館大学客員教授・市民大学院
講師）

14：00～15：30

講義形態

報告・討議

日程、概要、目的、講義計画

日程： ①10 月 25 日、②11 月 22 日、③12 月 27 日、④1 月 24 日、⑤2 月 28 日、⑥3 月 28 日
科目概要：遠野と気仙での各種の取組み、ふるさと創生大学（住田町を中心にして）の取組みと
も連携して学びあい共育の地域づくりの取組み手法や意見交換の場としてのシンポジ
ウム等の実践的取組みに連携して地域の文化資本が地域づくりに生かしていく取組み
を推進する。京都市民大学院の取組みと現地・全国の取組みの交流の場づくりに貢献
していく。研究会の参加者の各専門分野での取組みと地域間交流の促進を図ることに
よって、地域固有の資源である文化資本が地域で生かされていく取組み実践から学ん
でいく。
目的：研究と実践の場は遠野気仙地域であるが、全国的な取組みの拡大による各地での文化資本
を活かした地域づくりの実践から互いに学びあい、専門分野を越えての事業や取組みの教
訓から学びあい、それぞれの地域発展に生かしていく。専門分野は違っても方法論では、そ
れぞれの教訓が活かされていることを確認し、相互連携を発揮していく。取組みの現場地
域についての情報発信と比較検討を深化させる。
講義計画：研究会と研究会の間での各地の取組みを報告し、取組みテーマについて、主担当者を
中心にして、取組みの報告と意見交換を行い、取組みを深化させていく。
取組みの実践の企画については、報告しあい、助言を得て、取組み内容を深化する。
当面は 10 月下旬の文化セミナー（コロナ対応で京都を中心にした取組み）、2021 年
1 月開催予定の全国交流会の報告準備対応を重視する。
9 月 26 日の「奄美の学ぶ学習会」はオンラインの整備状況を見て京都市民大学院と
住田町をつないで実施する。
（冨澤公子先生・金井が参加する。）
10 月下旬の文化セミナーはこれまでの取組みを総括して教訓を引き出し取組みの発展
段階を整理する。

教科書・参考文献・その他
毎回、関係資料をコピーして配布する。報告を頂く方は報告資料を準備していただいてコピーして配布
する。
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科目名
スケジュール

文化施設研究会
原則

隔週

担当者

月曜日

中谷 武雄

10：00～12：30

講義形態

ゼミナール

日程、概要、目的、講義計画

日程： ９・２８， １０・１２， １０・２６， １１・９、 １１・３０、 １２・１４，…
（日程については事前に確認を）
科目概要：文化施設に関する研究書を中心に教科書として取り上げて、参加者が順番に分担して内容
要約資料を作成して報告し、全員で議論する。
＜現在の教科書＞

前期より継続中

栗原祐司・林奈菜・井上由佳・青木豊『ユネスコと博物館』雄山閣、2019 年、2640
１章「ユネスコにおける遺産とミュージアム」
２章「1960 年ユネスコ博物館勧告と日本の博物館」
（井上）巻末、201 頁以下参照）
３章「2015 年ユネスコ博物館勧告採択の経緯」（林）
４章「2015 年ユネスコ博物館勧告の成果と展望」
（林）

巻末文書、206 頁以下参照

５章「日本の博物館学の現状と課題」
（青木）

９／７

６章「ICOM と日本の博物館」
（栗原）

９／２８

７章「ICOM 京都大会に向けて」
（栗原）

１０／１２

次（１０／２６以降
）は以下を教科書として採用予定
河島伸子・小林真里・土屋正義臣『新時代のミュージアム：変わる文化政策と新たな時代』
ミネルヴァ書房、2020 年 9 月発行予定、274，3800＋税
≪今後の採用教材候補≫
加藤幸治『渋沢敬三とアチック・ミュージアム：知の共鳴が創り上げた人文学の理想郷』勉誠出版、
2020 年、3850
渡辺薫『文化政策と地域づくり』日本経済評論社、2019 年，4600
吉見俊哉『アフター・カルチュラル・スタディーズ』青土社、2019 年，2808
≪以前の教材:参考≫
秋野有紀『文化国家と「文化的生存配慮」
：ドイツにおける文化政策の理論的基盤とミュージアムの役
割』美学出版、2019 年，3799 円
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防災・減災と地区の防

科目名

災対応

スケジュール

第 4 週・月曜日

担当者

金井萬造（立命館大学客員教授・市民大学院
講師）

14：00～15：30

講義形態

報告と討議

日程、概要、目的、講義計画

日程： ①10 月 26 日、②11 月 23 日、③12 月 28 日、④1 月 25 日、⑤2 月 22 日、⑥3 月 22 日
日程については、ご参加される方々との調整で日程の変更はあります。
科目概要：阪神・淡路大震災から 25 年、東日本大震災から 9 年を経過し、21 世紀の課題である
多様な災害の多発に対応していく取組みは、地区防災計画として取組みが進展してい
る。最近の被災の経験から事前の取組みの重要性が指摘されている。
防災・減災・縮災の取組みと多様な災害の経験の学習、各地の取組みから学ぶ。
目的：南海トラフ地震・東南海地震・風水害・直下型地震と各地で実践されている防災の取組み
について、学ぶと共に 21 世紀の災害時代への対応にあり方と地域の安全・安心の確保と
幸せづくりのあり方の方法論について研究していく。実践的取組み事例を紹介して計画論
と実践論について学ぶ。
講義計画：最近の被災と対応の教訓について具体の災害事例を取り上げて検討すると共に各地・
各分野での検討内容や事業分野間の連携と防災・減災の地域での取組みのシステムの
構築について学び、実践面での地域の総合対応について検討していく。
例えば、次のような課題に対応して防災・減災の取組みの方法を検討する。
10 月は豪雨・台風災害と「コロナ禍での防災対応」の取組み方について検討する。
11 月は地区防災でのコロナ禍と「避難所運営」とボランテァ対応について検討する。
12 月は「地区防災モデル事業」と研究分野での取組み課題について検討する。
1 月は防災対応での「連携と取組みのシステムの構築」について検討する。
2 月以降はこの間での検討の進展の状況から検討テーマを設定していく。
京都地域での取組みについての検討は工夫していく。

教科書・参考文献・その他
毎回、報告資料を作成して、配布させて頂く。（要望のある事例や文献につても対応していく。
）
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