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科目名 京都まちづくり学 担当者 山田浩之  赤﨑盛久 

スケジュール 第 2、第 4 火曜日 17：30～19：00 講義形態 ゼミ方式 

日程、概要、目的、講義計画 

日程：4 月～9 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きます。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ゼミ方式の授業です。 

目的：京都のまちづくりを研究する意義として以下の点が上げることができる。 

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 

以上、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： 

第 1 回 4 月 6 日（火曜日）17：30～19：00 ※公開講座 

・・・第 1 回のみ講師の方のおご都合で第 1 火曜日行います。   

講師 宗田好史氏  

 テーマ「インバウンド再生」  

 

第 2 回 4 月 27 日（火曜日）17：30～19：00  

① 講師 横山経治 テーマ（仮題）「京都の観光と文化」 

② 講師 赤﨑盛久氏 テーマ「オーバーツーリズムと観光再生」 

 

第 3 回目以降も原則として各月の第 2 火曜日、第 4 火曜日の 17：30～19：00 に開講 

 

会場：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（公開講座の場合は市民大学院の受講生以外は事前申し込み必要） 

 

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 担当者 阿部弘 

スケジュール 金曜日 １４：００～１７：００ 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画 

日程：5 月から（詳細は問い合わせください） 

 

科目概要： 

１ 「經世濟民」や "οικονομικος" "Wirtschaft" 的なものが、世界史上、最も根源的

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。 
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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。 

 ＊ 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  廣瀬  滋 

 開講期 前期 

後期 

曜日 

土曜日 

毎月 

第４土曜日 

１3 時～３時 

13 時半～5 時 

講義形態 講義と演習 

講義概要と目的、講義計画と内容 

日程：前期 ４月から７月 後期９月から２月（８月、１２月を除く） 

科目概要： 

全ての人に内在する生活建築力を感学（感じて学ぶ）という視点から確認し、その生活建築力を育

むステップを学習。さらに、人々の生活建築力が日々の生活、職場に於いて交流、連携すること

で、その集体化が可能となり、色々な問題発見と解決に対応して、創意あるアイデア、智慧を生み

出すキッカケとなる生活建築学の可能性を研究する。 

目的: 

住まいづくりを考えるプロセスを学びながら日々の生活のあり様をいろいろな角度から感学する

ことで、生活を建築化する生活建築力を育むことをめざす。この学習により、コモン・ストックを

具体的な経済活動、事業化などにつなげるデザインプロデユース力のアップを目指す。 

講義計画： 

拙著「生活建築学入門」をテキストに、生活建築力についての概要を共有し、受講者に住まいづくりの

実習課題や模型制作に挑戦してもらい、「住まいづくり」は「生き方づくり」を実感してもらうことで、

見えない生活シナリオを具体的に建築化する楽しさを体験してもらう。 

継続受講者と、初めての受講者を時間を分けて対応する予定。（基本的に対面講座） 

毎月第４土曜日 午後１時～３時（継続受講者）午後３時 30 分～５時（新規受講者）予定 

新規受講者  

第１回：４月２４日 生活建築学の概要について、その構想を説明します。（次回までにテキストを通読） 

第２回：５月２２日 テキストを参考に生活建築力の育み方などについて講義。参加者の経験を踏ま

えて生活建築学の今後のめざすべき指標や可能性について意見交換を行います。 

第３回：６月２６日 生活建築学の基本になる各自の生活建築力の気付きのための演習として、仮想

「住まいづくり」のプロセス体験。現状の我が家の見直し、改築計画を試みます。 

第４回：７月２４日 各自の住まいづくりノートの作成、改築計画案を通じて、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。課題出題（後期までに模型製作） 

継続受講者 

各自の関心のあるテーマをデザインするすること、そのプレゼンに対して、参加者の意見交換、関連指

導などを行いながら、生活建築力を磨く。 

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） 

生活建築学入門 ￥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 

スケジュール 個人別郵便連絡 講義形態 

通信制郵便・メール・ふるさと創生大学総合学

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 中谷武雄 

スケジュール 第 2，4 水曜日 15：30～17：00 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 文化経済学 （第２，４）水曜日 15：30－17：00   成徳で継続 

第２水曜日 14：00-15：30 藤岡純一：学習社会論 

 ラスキン学（内藤史朗）は休講となりました。 

科目概要： 河島信子『コンテンツ産業論：文化創造の経済・法・マネジメント [第２版]』

ミネルヴァ書房、2020 年 9 月、初版：2009 年、第 3 刷：2012 年（2013 年度前期教科書） 

カバー表折込：激変する環境のなかで揺れる産業構造とその課題を明らかにすべく、2009

年刊行の初版を大幅に改訂。／経済学や法学など関連領域の最新の研究成果を踏まえつ

つ、グローバルな視点からコンテンツ産業の全体像を平易に解説する。 

講義計画（目次）： 

第1部 文化経済とコンテンツ産業 

第1章 文化経済とコンテンツ産業入門（4／14） 

第2章 コンテンツ産業政策の勃興と発展（4／28） 

第3章 デジタル・コンテンツ産業の経済的特徴とビジネス・モデル（5／12） 

第４章 アーティスト、クリエーターとコンテンツ産業（5／26） 

第２部 コンテンツ経済の地理：グローバル展開とローカル拠点 

第５章 コンテンツ産業を取り巻くグローバル環境の変化（6／9） 

第６章 ハリウッド・モデルとグローバルなメディア・コングロマリット（6／23） 

第７章 ローカル、リージョナルなコンテンツ経済（7／14） 

第３部 各産業の特徴と動向（7／28） 

第８章 映画産業     第９章 音楽産業     第 10 章 出版産業   

第 11 章 テレビ放送産業  第 12 章 ゲーム産業          以上 

 

教科書・参考文献・その他 
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科目名 モリス翻訳研究会 担当者 池上惇 中谷武雄 

スケジュール オンデマンド 2hs. 講義形態 オンライン 

日程、概要、目的、講義計画 

William Morris (1882), Hopes and Fears for Life. 全 5 篇読破を目標に、訳文を検討しています。 

第 1 論文：The Lesser Arts、を終え、        

第 2 論文：The Art for the People、に入りました。 

現在参加者 2 名、二人で相談して次の開催時間帯を毎回決めています。 

参加希望者は中谷までお問い合わせ下さい。英文、訳文、参考データ、Zoom URL を送ります。  

 

参考文献   

・ウィリアム・モリス『民衆の芸術』中橋一夫訳、岩波文庫、1953 年 

民衆の芸術  1879 年講演・バーミンガム市公会堂→『芸術の希望と恐怖』1882 年 

・ウィリアム・モリス『素朴で平等な社会のために：ウィリアム・モリスが語る労働・芸術・社会・自

然』城下真知子編・訳、せせらぎ書房、2019，1800 

１ 私はいかにして社会主義者になったか（1894 年）  2 小芸術（1877 年） 

3 不当な競争：英国の労働者たちへ（1877 年）    4 民衆の芸術（1879 年） 

・モリス『民衆のための芸術教育』内藤史朗訳、梅根悟・勝田守一監修『世界教育学選集 063』明治図

書出版、1971 年 

 

次回は、4／15，10：00－ 
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森嶋学 
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 アダム・スミス研究会 担当者 中谷武雄 

スケジュール （隔週）土曜日 10：00～12：30 講義形態 ゼミ 

日程、概要、目的、講義計画 

日程：４／３．４／24，5／8･･････ 原則隔週開催、日程については事前に確認下さい。 

 現在は、成徳・市民大学院にて開催、オンライン移行を相談中 

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。 

講義計画： 

＜現在の教材＞河上肇『貧乏物語』大内兵衛解題、岩波文庫・青 132-1，2016 年、77 刷 

4 月 3 日  序 解題（大内兵衛） 追記 

4 月 24 日 いかに多数の人が貧乏しているか（上編） 

5 月 8 日  何ゆえに多数の人が貧乏しているか（中編） 

5 月 22 日 いかにして貧乏を根治しうるべきか（下編） 

6 月 5 日 付論（ロイド・ジョージ） 

＜6 月 19 日以降の、次の教材＞ 野原慎司『戦後経済学史の群像：日本資本主義はいか

に捉えられたか』白水社 2020 年 12 月、2200+税、202+15 頁 を予定  

1 内田義彦：近代化への妨げは何か  

2 大河内一男：労働待遇の改善をどう実現できるのか 

3 高島善哉：社会をどう変えるのか   

4 小林昇：豊かさの達成に必要な前提とは何か 

4 水田洋：真の平等とは何か     

5 6 伊藤光晴：市場は効率的に機能するのか   以上 
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科目名 
明治維新 150 年・異文

化交流研究会 

担当者 
金井萬造（市民大学院講師）・ 

枝澤康代（元同志社大学教授） 

スケジュール 第 ３週・月 曜日 13：00～14；30 講義形態 研究会 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 第 3 週・月曜日、13：00～14：30 

 

科目概要：明治時代の宣教師のリベラルアーツ教育の実践と時代・社会・教育をめぐる背景に 

     について、江戸時代から明治維新・明治時代の展開から学ぶ。 

     取り組んだ人材に着目しその行動から異文化交流の在り方について深めていく。 

 

目的：日本におけるリベラルアーツ教育の取り組みを異文化交流の視点から宣教師に着目する。 

   米国からの宣教師の日本における教育をめぐる時代対応の中でどのようにして対応して 

   いったかを関係する人物の取り組みについて検討し異文化交流の在り方を意見交換する。 

 

講義計画：毎回の報告者を決めて順次、報告、質疑、意見交換をしていく。 

4／19，5／17，6／21，･･････を予定 

教科書・参考文献・その他 
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科目名 理想社会の創造 担当者 岩田均 

スケジュール 第三木曜日 午後６時～８時 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 2021 年度前期（４月～８月）全５回、毎月の第三木曜日、毎回午後６時から８時 

 

科目概要：オンラインによる公開講座。講義と座談会。 

 

目的：現代社会に不信や不安を広げているコロナの禍は、理想社会の創造に向けての人間の活動

を促すものでもあるようです。この講座では、私自身が今までに学び体験し、講義し思考して

きたエッセンスを「理想社会の創造」というタイトルで語ります。 

受講していただく各位の理想社会の創造に向けて何らかの参考となり、創造のコミュニテ

ィづくりの端緒にでもなれば幸いです。 

 

講義計画：各回の「テーマ」とキーワード（例示） 

① 4 月 15 日 18～20 時：「近現代社会の基本構造」 

  市場と政府 国家の巨大化 文明の災禍 コモンズの復活 市民セクター 

② 5 月 20 日 18～20 時：「産業システムの大転換」 

量産システム 外部経済論 クラフト産業論 産業クラスター＆集積論 家業・老舗 

③ 6 月 17 日 18～20 時：「地域力の復活」 

中央集権・地方分権 地域文化＝インフラ論 地域力を育む事業＆アカデミー創設 

④ 7 月 15 日 18～20 時：「職人力の復活」 

固有価値論 職人仕事の本質 匠の技と心 工業の工芸化 工芸まちづくり・京都 

⑤ 8 月 19 日 18～20 時：「経営力による理想の実現」 

組織の役割 人間観 動機づけ リーダー論 心的な成長欲求 

企業の社会的責任 本業による CSR 社会企業 ESG 投資・SDGs 

智恵の経営 文化資本の経営 共に成長する「共成経営」 

 

＊参加者は、岩田宛のメールで申し込んでください。全５回共通の Zoom 参加 URL をメールで

お送りします。 

＊岩田メールアドレス：iwatahit@gmail.com 

教科書・参考文献・その他 

教科書：講義資料（スライド）を掲示しながら講義します。 

参考文献：岩田均『工芸の経済と経営』2019 年 

 

mailto:iwatahit@gmail.com
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科目名 市民の家族学 担当者 波多野進 

スケジュール 第１，第 3 火 曜日 17：30～19：00 講義形態 ゼミナール 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 5 月〜3 月（8 月休み） 

 

科目概要：現代の日本における家族について、参加者による体験・研究報告をもとに、意見交換を

通じて共に考える。ここでいう家族生活は、夫婦、子ども、親族を含む生活とする。 

 

目的：現代の日本における家族のあり方、特に都市生活における家族の意味、現実の都市家族の営

みがどのようであり、またどのようであるべきかを明らかにし、最終的に全体としてまとまりの

あるレポートを作成、機会があれば出版する。 

 

講義計画：具体的にはたとえば以下のような問いを手がかりにする。 

・われわれは地域社会の中でどのような家族生活を営むよう期待されているか 

・実際にはわれわれはどのように家族生活を営んでいるか。 

・われわれは地域社会の中で、子どもをどのような市民に育てようとしているか 

・われわれが、地域社会の中で、子どもたちに教えたいことは何か 

・自分は、どういう市民、どういう地域社会メンバー、どういう家族メンバーでありたいか 

参加者の希望により、外部招聘講師を招く。 

詳細は参加者の事前協議によって確定していく。 

 

教科書・参考文献・その他 

あらかじめ指定せず、参加者がそれぞれ参考文献を提示する。 
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科目名 学習社会論 担当者 藤岡純一 

スケジュール 第 2 水曜日 1：30～3：00 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 第 2水曜日 14時～15時 30分 

 

科目概要： 池上惇先生の「学習社会論」を読む。合わせてスティグリッツの学習社会論、スウェ

ーデンの学習社会について研究する。 

 十分に読む時間の取れなかった人も是非参加してください。毎回レジメを用意します。 

 

目的：私たちはどのような学習社会を創造することができるかを、みんなで考える。 

 

講義計画： 

① 4月 14日 池上惇「学習社会の創造」はしがき、序章、第 1章、第 2章を読む。 

 池上学習社会論の真髄は？ 

② 5月 12日 第 3章、第 4章、第 5章 

 欧米・日本の学習社会論 

③ 6月 9日 第 6章、第 7章、第 8章、おわりに 

 文化資本との関わりは？センの潜在能力論の位置づけは？ 

④ 7月 14日 スティグリッツの学習社会論 

 池上先生のご本にも取り上げられているスティグリッツの学習社会論について検討する。 

 合わせて学習社会論を最初に提唱したとされるハッチンスなど議論を紹介し、学習社会論

の系譜を学習する 

⑤ 9月 8日 スウェーデンの学習社会 

  100年に渡る学習社会はどのように発展したのか？ 

  スウェーデンの学習社会は一つのモデルになりうるか？ 

  

教科書・参考文献・その他  

① 池上惇『学習社会の創造』、京都大学学術出版会 2020 年 

② スティグリッツ 薮下史郎監訳 岩本千春訳『スティグリッツのラーニング・ソサイティ：生産性

を上昇させる社会』東洋経済新報社 2017 年 

③ 藤岡純一「スティグリッツの学習社会論についての考察」『国際文化政策』第 11 号 ④ 川崎一彦

ほか『みんなの教育 スウェーデンの「人を育てる」国家戦略』ミツイパブリッシング 2019 
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科目名 

Caves, R. E., Creative 

Industry 翻訳研究会 

担当者 池上惇 中谷武雄 

スケジュール オンデマンド 2hs． 講義形態 オンライン 

日程、概要、目的、講義計画 

Caves, Richard E., Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2000.   

を読み進めています。 

現在、第 II 部：複雑な創造財の供給 第 6 章 創造財の契約：映画と演劇 をやっています。 

まもなく、第 7 章 ギルド、組合そして不完全契約 に入ります。 

 

現在参加者 3 名、毎回相談して次の開催時間帯を決めています。 

参加希望者は中谷までお問い合わせ下さい。英文、訳文、参考データ、Zoom URL を送ります。  

 

次回は、4／10，14：00－ 

 

 

教科書・参考文献・その他 
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科目名 尊徳研究会 担当者 池上惇 

スケジュール 未定  講義形態 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 
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研究会名 地域文化史:研究会応用編 
担当者氏

名 
岸本正美 

スケジュール 第 4 火曜日 14 時～15 時半 講義形態 

基本はオンライ

ン研究会（手紙

方式も可能） 

日程、概要、目的、研究会計画 

日程： ほぼ月 1 回（第 4 火曜日） 

 

科目概要：これまでの研究会の成果と課題を反映した「次のステップ研究会」（政策化）を目指し

ていきます。京都府会・市会の各会派の議員の参加も参加頂き、京都府下の自治体の政

策に提言できるような研究力を徐々にアップしていくようにしていきます。 

 

目的：京都府下の歴史的遺産や自然資源を循環的・有効的に活用して、今後は全ての府民が人間的

で文化的な生活を送れるようにしていくためには、どうすればいいのかを研究会参加者で

探っていきます（来年度には、共著で出版を実現していきます。） 

 

研究会計画：①地域文化史とは何か。（岸本の理解についての各自のコメントを交流） 

      ②東北地域の特殊な地域性と文化史 

      ③北海道地域の特殊な地域性と文化史 

      ④沖縄・南西諸島の特殊な地域性と文化史 

      ⑤東アジアと日本列島の特殊な地域性と文化史 

      ⑥インドとの関係 

      ⑦中東との関係－昨年度は、論じられなかった部分に焦点を当てる 

      ⑧欧州と関係で特殊な地域性との関係 

      ➈総まとめと今後の課題の鮮明化 

参加者各自の感想文の提出と自己校正力をアップできるようにしていく（「働学研」でも報告できるよう 

なステップを目指す） 

 

※研究会参加者による「話題提供」（試論で。ＯＫ）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 」Ｍａｃ Harg 日本語訳本  

「学習社会の創造」池上惇 京大学術出版会 2020 年 岸本の各種レポート及び論文等の関連する資

料を研究会時に配布予定。（特に、2020 年度の研究会時の『成果と課題』） 
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科目名 
働学研（博論・本つく

り）研究会 
担当者 十名直喜 （顧問）池上惇、中谷武雄 

スケジュール 第 （3）土曜日 14：00～17：00 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 2021 年 4～6 月予定 

 4 月 17 日（土）、5 月 22 日（土）、6 月 19 日（土）、各 14～17 時、オンライン開催。 

 

科目概要：  

 働学研（博論・本つくり）研究会、略称：働学研は、2019 年 7 月に発足しました。月 1 回、月例会

を開催しています。新学期の 1 回目（4/17）は、第 20 回の月例会となります。月例会の他にも、

博論検討会や書評会なども開催（5 回）してきました。 

市民大学院の成徳学舎にて産声を上げ、国際文化政策研究教育学会、基礎経済科学研究所他にも広

げてきました。2020 年 7 月以降は、オンライン開催をベースにしています。 

働学研は、数名から出発し 40 名以上となっています。月例会には毎月、20 名前後の方にご参加いた

だいています。これまでにご報告・ご参加いただいた方には会員として、各種のお知らせをお送りして

います。 

主宰者（十名直喜）の想定を超えて、多彩な研究交流や出会い、自己実現が生まれています。 

 

目的： 

働学研は、研究の初心者から熟達者に至る社会人研究者の多様なニーズ（A～E）に応え、楽しく真

摯に議論できる研究交流の場として、2019 年 7 月に発足しました。 

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）を出すことが、難しくなってきています。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。 

働学研にご参加いただき、多彩な仕事・人生現場の息吹を追体験しつつ、学びあい磨き合う場とし

て、ご活用いただければと願っています。 

 

講義計画： 

参加者が、自らの仕事や産業、地域、生活などを研究対象とし素材にして、論文やレジメなどをまと

めて発表し議論する。それをふまえて、論文などを洗練化していく。そのようなやり方で、運営してい

ます。創造的な仕事・研究人生を、各位が主体的に切り拓いていく。その大事業に、伴走し支援してい

く所存です。 

下記に示すように、社会人、大学人など多様な分野の方が参加されています。研究分野、水準も多岐

にわたっています。 

A：これまでの仕事と社会活動、問題意識を深く考察し、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。 
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 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（AB）。さらなる高みを極めたい（CDE）。 

まずは、AB のような思いを抱かれている方の参加を促して、すそ野を広げていく。さらに（CDE に

示すように）、博士論文づくりへの支援にも力を入れ、社会人博士の誕生、単著書の出版を図ってい

く。そのような幅広い視点から取り組んでいます。 

社会人博士の新たな誕生も、カウントダウンに入っています。 

教科書・参考文献・その他 
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科目名 遠野文化資本研究会 担当者 世話人・金井萬造 

スケジュール 第 4 週・日曜日 14：00～15：30 講義形態 研究会 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： 第 4 週・日曜日、14：00～15：30 

 

科目概要：遠野と京都の連携で地域の文化資本を生かした取り組みに着目して、各専門分野の 

     実践事例報告と意見交換をする。京都の実績と遠野社会での連携からあるべき姿に 

     ついて深く検討し、現地で実践的取り組みに生かしていく。また、遠野の文化資本 

     について検討し発展させていくための方策・体制・人材づくり・技術・流通等の面 

     からあるべき地域像を追求する。 

 

目的：遠野における文化資本と取り巻く環境・社会状況と歴史的展開等の背景を検討する。 

京都での取り組みや各人の専門分野からその分野での文化資本と技術と流通と人材育成等 

の視点から地域社会の在り方を検討していく。 

 

講義計画：遠野・京都の取り組みを紹介し、各専門分野での取り組みの時代潮流や関心事につい 

     て報告し意見交換する。具体的取り組み（イベント等）の取り組みについて推進する。 

     各地の事例等も報告し合い理解を深める。 

     毎回テーマを設定して報告と意見交換をしていく。 

     コロナ禍で現地に行けない状況にあるがコロナが収束次第、現地を訪問し取り組みを 

     開始する。 

 

教科書・参考文献・その他 
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西陣職人研究会 

  



23 

 

研究会名 近代文学論:研究会編 担当者氏名 岸本正美 

スケジュール 第 4 木曜日 14 時～15 時半 講義形態 

基本はオンライ

ン研究会（手紙

方式も可能） 

日程、概要、目的、研究会計画 

日程： ほぼ月 1 回（第 3 木曜日） 

科目概要：ノーベル賞級の文芸評論家であった小林秀雄氏の業績整理をしながら、近代（20 世紀

前半）の文学者の基本哲学の大筋とその経済・社会的な背景を経済学的手法も使って

解明を目指す。 

目的：各自の経済理論をより人間的・豊かにしていく。 

研究会計画 

① 小林秀雄氏の略歴と人格形成史 

② 小林氏による『仁斎・徂徠像』 

③  〃 『無常論』の吟味 

④  〃 ・『モーツァルト批判』と検証 

⑤   〃・『ロマン派文学批判』の吟味 

⑥  〃 ・『罪と罰論批判』の吟味 

⑦  〃 ・『本居宣長への道』の吟味 

参加者各自の感想文の提出と自己校正力をアップできるようにしていく 

※研究会参加者による「話題提供」（試論で。ＯＫ）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 

「小林秀雄を読む」義積弘幸 きらめき出版（地域の小さな出版社） 500 円  

「学習社会の創造」池上惇 京大学術出版会 2020 年  

 その他 
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科目名 保育内容研究 担当者 近藤真理子 

スケジュール  第２土曜日 14:00～16:00 講義形態 演習 

日程、概要、目的、講義計画 

日程： ５月原則第２土曜日に開催 

 

科目概要：保育内容の検討  

 

目的： 子どもからという視点から、子どもの発達保障を目指した あそびや保育内容を検討す

る。保育者、保育関係者、子どもとかかわる方がととともに、文献講読を行い、必要に応じて、

保育所や幼稚園等の視察をも行い、実際の保育や保育内容に即して検討を行う。 

 

講義計画：5 月：それぞれの抱えている課題の整理 

     6 月:実践報告 

     7 月：実践報告 

     9 月：保育カリキュラム及び内容の検討 

     10 月：保育カリキュラム及び内容の検討 

11 月:保育カリキュラム及び内容の検討 

12 月:保育カリキュラムの及び内容の検討 

 

1 月:実践の整理 （成果として論文執筆） 

     2 月論点の整理と実践報告 

     3 月 まとめ 

教科書・参考文献・その他 

汐見稔幸 松本園子ら『日本の保育の歴史』萌文書林 
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科目名 文化施設研究会 担当者 中谷武雄 

スケジュール   （隔週）月曜日 10：00～12：30 講義形態 ゼミ形式 

日程、概要、目的、講義計画 

日程：4／19，26，5／17．31，6／16･･････ 原則隔週開催、開催日程は事前に確認下さ

い。 

 

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 

4 月 5 日岩城卓二・高木博志編『博物館と文化財の危機』第 6 章：文化財と政治の近現代 

＜次の教材予定＞ 

4 月 19 日より  河島伸子・小林真里・土屋正臣『新時代のミュージアム：変わる文化

政策と新たな期待』ミネルヴァ書房、2020 年 9 月、3800+税、258 頁  

社会とつながり地域に貢献するには。役割や運営の仕方が問い直されるいま、 これから

のありかたを多角的に見通す。 

第Ⅰ部 文化政策の変容とミュージアム運営の新たな課題 

第１章 ミュージアムを取り巻く環境変化  

第２章 ミュージアム政策の不在  

第３章 「文化の価値」とミュージアム 

第Ⅱ部 ミュージアム運営と公共 

第４章 ミュージアムの管理・運営体制  

第５章 地域に生きるミュージアム  

第６章 ミュージアムの古くて新しい課題 

第Ⅲ部 新時代ミュージアムの実践的課題 

第７章 ミュージアム運営と資金調達  

第８章 ミュージアムとまちづくり      

第９章 ミュージアムと人々のつながり     

 

  



26 

 

科目名 
McHarg（マクハーグ)研

究会 
担当者 Harvey Shapiro（大阪芸大名誉享受） 

スケジュール 月 1 回 その都度相談して決める 講義形態 ゼミ 

日程、概要、目的、講義計画 

科目概要：市民大学院において 3 年間、シャピロの恩師であった、世界的に著名な都市・

地域生態計画学者 Prof. Ian L. McHarg の計画哲学にもとづいた国内外の実例を紹介して

きた。 

しかし McHarg 先生の人物像についてまだ詳しく話していないので、今期の講義で、彼の

自伝“A Quest for Life”を、あえて英語で紹介する。もし可能なら、希望があれば、参加者

とできるだけ英語で discussion したいと考えている。 

勇気、興味、あるいは関心のある方は、Shapiro に contact を取って下さい。 

相談しましょう。 

 

開講時間帯：参加希望者と Shapiro との相談によって決定。 

第１回目は、４月２３日（金）12：30-14：00 を予定 

 

参加者へのメッセージ：英語力を延ばしたい、生かしたい参加者は、充実した時間を過ご

せます。 

 

実施方法：reading,と discussion （できるだけ英語で） 

 

採り上げるテーマ： 

1．The Environmental Decade (1970’s) 

2．A New Life （新生活） 

3．Retrospect and Prospect （振り返りと期待） 

 

教材：Ian L. McHarg, A Quest For Life: An Autobiography,  

John Wiley & Sons, Inc., 1996 

      H. A. Shapiro, Prof. Ian L. McHarg, His Life and His Quest,  

北斗出版、2020 年 11 月 20 日 

      必要に応じてプリントを配布します。 

 

「Urban Ecology （都市生態学）」は、コロナウイルスのため、2021 年前期は休講。 

2021 年後期に開講を予定。開講の場合は、姉妹都市 Chicago と大阪（2018 年に採り上げ

た）の都市環境の比較を中心に講義をする予定。ご期待下さい。 

 

教科書・参考文献・その他 
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科目名 京都まちづくり学 担当者 山田浩之  赤﨑盛久 

スケジュール 第 2、第 4 火曜日 17：30～19：00 講義形態 ゼミ方式 

日程、概要、目的、講義計画 

日程：4 月～ 

科目概要： 

 

講義計画： 

4 月 27 日（火曜日）17：30～～19：00 

講師 横山経治氏 （仮題）「京都観光への誘致や、世間には知られず発生していた大きな問題等

について」 

   赤﨑盛久：（仮題）「観光復活について」」 

 

以下の日程は追ってご連絡します。 

 

教科書・参考文献・その他 
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