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講義科目名 観光文化資本論入門 
担当者・職 

氏名 

京都市民大学院 講師 

阿倍野近鉄百貨店文化講座 講師 

近藤太一 

スケジュール 
毎月 第二木曜日（但し、8

月を除く） 
 PM17：00～18：30 講義形態 

旧京都成徳中

学校二階教室 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 4月より翌年 3月 

 

科目概要： 

 この地球には固有価値には、二つの意味がある。自然の固有価値と、人間の固有価値である。 

一つは、天空・大気・大地など自然が持つ「人々の生命や生活を支える力＝潜在力」である。例

えば、大気中の酸素が、呼吸を通じて人々の生命と生活を支えるのである。 

 もう一つは、自然から人間が感じ、学習し、その過程で「美」や「知」を持つ人々が生まれて

来る。これらの人々（芸術文化を身に着けた人々、学術を身に着けた人々）と、彼らの創造活動

が生み出す「学芸の成果」（芸術文化作品や、知的効果＝例えば学術書）が人間の固有価値である。 

 このような固有価値は人間が誰でもが潜在的には持っているのであるが、今の世の中は、残念

であるが、厳しい生存競争が支配していて、多くの人々が健康や生き甲斐に恵まれない。懸命に

働き現金を手に入れて暮らすのがやっとであり、あまりの厳しさに耐えかねて病気になったり、

引きこもったり、さらには、自殺にさえ至る危険に直面している。潜在的な固有価値を開花させ

るには、何よりも、自然の固有価値や、開花した人間の固有価値、豊かな人間性に触れることが

不可欠である。 

 この触れる・相互に学習し合い、育て合う観光から観光文化資本を修得する学習論である。 

 観光する地域の学術世界と芸術世界の融合を試みる。 

 

講義計画： 

 第一回: 4月 12日 （木）伊勢商人と伊勢商人の中の御師（おんし）による日本伊勢神宮参詣 

            事業の誕生 

 第二回：5月 10日（木）これまでの観光学、これからの観光学 

 第三回：6月 14日（木）序論：観光文化資本論とは 

 第四回：7月 12日（木）第一章 大使館セミナーから見た日本の観光立国 

 第五回：9月 13日（木）観光文化論から見た仏像彫刻、奈良仏師運慶の独創世界 

 

 

教科書・参考文献・その他 

参考書：池上惇著『文化資本論入門』京都大学出版会 2017年 

    高橋倭子著「ぶらり｛観光と歴史の旅｝」合資会社歴研、平成 29年 
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講義科目名 京都まちづくり学 
担当者・職 

氏名 

京都大学名誉教授 山田浩之 

あきや活用まちづくりセンター 赤﨑盛久 

スケジュール 毎月 第 2、第 4火曜日 PM5:30～7:00 講義形態 オムニバス形式 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 4月から 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。 

 

各回テーマと内容： 

第 1回（4月 24日）講師・山田浩之 

          テーマ「都市再生とまちづくり」 

 

第 2回（5月 8日）講師・赤﨑盛久 

          テーマ「アーキテクチャ（製品の設計思想）について」 

 

第 3回（5月 22日）講師・勝矢淳雄（賀茂文化研究所会長，京都産業大学名誉教授） 

          テーマ「京の河川とまちづくり」（仮題） 

 

第 4回以降は，6月 12日，6月 26日，7月 10日，7月 24日等を予定。 

 

教科書・参考文献・その他 

山田浩之・徳岡一幸編『地域経済学入門』第 3版，有斐閣 2018年 3月刊 
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講義科目名 健康長寿文化論 
担当者・職 

氏名 
立命館大学非常勤講師・冨澤公子・ 

スケジュール 毎週第 4土曜日 12時~14時 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 4月～8月 

科目概要： 

人生 100 年時代の到来を控え、健康長寿は国民的課題となってきていることから、本講義では、こ

れまでの高齢者や高齢社会の諸問題を解決するジェロントロジー（老年学）から、大衆長寿時代の新た

な課題を学際的に検討し課題解決をめざす学問として健康長寿文化論を位置づけ、健康長寿を個人の

側面だけでなく、地域社会の側面、地域づくりの側面から分野横断的に深めていく。 

あわせて、健康長寿文化論は研究者個人にとっても課題となることから、健康長寿のまちづくりへ

挑戦する国、自治体、企業の先進的取り組みに欠落している文化的視点に注目しながら、参加者にとっ

て自らの研究に生かせるよう、参加型の議論を進めていく。 

講義計画： 

 テーマ 内容 

第 1回 

4月 28日 

導入 ・健康長寿論を学ぶ今日的意義を考える。 

講義・討議・発表 

第 2回 

5月 26日 

長寿時代の健康長寿の課題 ・多様な高齢者像と少子高齢化を考える。 

講義・討議・発表 

第 3回 

6月 23日 

高齢期/超高齢期と健康長寿

についての理解 

・加齢の心理的・身体的・社会的課題を健康長寿

の側面から考える。講義・討議・発表 

第 4回 

7月 28日 

高齢期 /超高齢期と社会関

係・コミュニティの理解 

・健康長寿とコミュニティ・伝統文化の関わりの

実際と課題を考える。講義・討議・発表 

第 5回 

8月 25日 

健康長寿時代の幸福な老い

(ｻｸｾｽﾌﾙ･ｴｲｼﾞﾝｸﾞ)を考える 

・高齢期/超高齢期の心理的発達課題、老年的超越

傾向から幸福感と健康長寿の理解を深める。 

講義・討議・発表 

 

＊毎回の講義、議論、発表を基に、最終的には健康長寿文化論のテキストづくりを考えています。

それぞれの専門分野からの分担執筆を依頼したいと考えていますので、継続出席と事前登録をお

願いします。 

 ＊お昼を挟みますのでお弁当の用意が必要です。 

教科書・参考文献・その他 

①トーンスタム著 冨澤公子・タカハシマサミ訳『老年的超越：歳を重ねる幸福感の世界』晃洋書房(2017) 

②冨澤公子『人生はセレンディピティ：新老年学者としての 10年の歩み&論文集』(2017) 

③辻哲夫（総監修）（『健康長寿のまちづくり：超高齢社会への挑戦』時評社 2017）． 

④東京大学高齢社会総合研究機構『東大が作った超高齢社会の教科書』Benesse(2013) 
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講義科目名 
工芸起業塾 

（キャリア支援ゼミ） 

担当者・職 

氏名 
京都美術工芸大学・元教授 岩田均 

スケジュール 毎月第三土曜日 午後 2時～4時 講義形態 演習 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期は 4月～7月（4回） 後期も 10月から実施の予定 

 

科目概要： 

この塾（ゼミ）は、創造的な手仕事を身につけ職業的な自立を志す「工芸家」（職人、作家、匠、

百姓、プロデューサ、アーティストなど）が、ともに学びあい・成長するコミュニティとして運営

します。 

大学の講義等では達成できない個々人の人生プランを練り磨き、研究課題の設定や実行を応援

しあうピア・サポート（peer support）の場です。 

参加者は、現役の学生、卒業生、社会人、応援者を想定しています。 

 

目的： 

この塾の目的は、工芸家として身を立てることの意味を深く認識し、その困難性を自覚したう

えで、それを実現する道を積極果敢に開拓することです。 

 

講義計画： 

第 1回：4月 21日（土） 

開塾の趣旨、運営案（主宰者） 

参加者の自己紹介、問題意識など 

今後の運営方針 

 

第 2回：5月 19日（土） 

私のキャリアプラン（京美学生・仮） 

 

第 3回：6月 16日（土） 

工芸家の道を歩み始めて（卒業生・仮） 

 

第 4回：7月 21日（土） 

教科書・参考文献・その他 

教科書：岩田均 2018『工芸の経済と経営』2,000円 
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講義科目名 古典研究（ケインズ） 
担当者・職 

氏名 

市民大学院講師 

中西康信 

スケジュール 土  講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

古典研究 ケインズ『貨幣、雇用および利子に関する一般理論』を読む 

 

 ケインズの『一般理論』を取り上げる。2008 年のリーマンショック以降、ケインズ復活といったこ

とが一時言われたが、そうした時流に流されることなく、つまり、何か救済策がそこになるというよう

な願望を持つことなく、丹念に読んでいく予定である。 

 古典研究には、忍耐力、孤独に耐える力が私は必要だと考えている。耐えて研究してからと言って、

いきなり何か成果があるとは思えないが、自らが思考していくには、確かに根に栄養を与えてくれる

と私は考えている。本講義もそうした場にするつもりで、「お気軽に、お手軽に」勉強したい方には、

全く不向きな講義となるので、予め断っておきたい。かといって、熱意なり意欲があれば、予備知識の

あるなしは一切問わない。開講までに、入門書 2冊程度（（以下に記す）を分からない箇所があっても構

わないので、ほぼ読了していただければ、十分である。 

 森嶋通夫との関連で言えば、夫人である森嶋瑤子先生の言うところでは、森嶋はケインズ研究を成

し遂げたいと思いながらできなかったとのことであり、森嶋通夫研究の成果を取り入れた上で、ケイ

ンズを読み直すことは、森嶋が残した課題に取り組むことにもなる。 

 テキストについては、下記に記しているが、塩野谷訳、間宮訳どちらで読んでも、私は構わないと思

っている。適宜、両者の訳文を見ながら、原文も見るというスタイルになろうかと思う。受講生は、両

方持つ必要はなく、どちらかがあれば、十分である。 

 なお、初回については、概要について知るために、下記の①（（根井、2017）を取り上げたうえで、『一

般理論』の 2章までを取り扱う予定である。 

教科書・参考文献・その他 

J.M.ケインズ『雇用、貨幣および利子に関する一般理論』（原書 1936年） 

  間宮陽介訳、岩波文庫上・下巻、2008年 

  塩野谷祐一訳、東洋経済新報社、1995年 

   同（ケインズ全集第 7巻）、東洋経済新報社、1983年 

補助教材 

 宮崎義一、伊東光晴共著『コンメンタールケインズ一般理論』、日本評論社、1974年 

 ①根井雅弘著『ケインズを読み直す』、白水社、2017 

 ②伊東光晴著『ケインズ』、岩波新書、1962年 

③伊東光晴著『ケインズ』、講談社学術文庫、1993年 

  

入門書として、①と②を読めば、十分である。読む順番も問わない。③は、余裕があれば、ということ

である。ただし、講義では、こうした入門書とは違う視点、思想で、『一般理論』を読むことを予定し

ている。よって、予備的知識として、凡そ知っていれば十分で、これらに囚われない、柔軟な思考がむ

しろ必要なる。 
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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 

スケジュール 
毎月 

第４土曜日 

PM２：００ 

～４：００ 
講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：前期４月から８月 

 

科目概要： 

 

市民大学院には、文化経済学をはじめ、色々な専門分野に関心のある専門家や社会人、学生が集われています。それぞ

れの方が、研鑚されている専門領域を横断的にとらえ直し、具体的に社会に有用な施策や問題解決案、製品、ビジネス

メニューなどを生み出す可能性を持った、新しい生活建築学という分野の構築と、人材として、プロデユーサ的才覚を

持ち合わせる研究者、学者、企業人を育成するキッカケを目的としています。 

すでに生活建築学という分野が存在するのではなく、講座に参加していただける方々と共に、それぞれの生活背景の中

で培われた生活建築力（無体財産）を如何に集合化し、時代のニーズを感じ取りながら、生活資本化できるかを探りま

す。 

第１回：４月２８日 

生活建築学について、その構想概要を説明します。    （次回までにテキストを通読） 

第２回：５月２６日 

生活建築学の概要をテキストを参考に基本的な参加者の専門分野の経験から、生活建築学の今後の指

標として如何なる研究課題や各分野の関連性が見いだせるか、意見交換を行います。 

第３回：６月２３日 

生活建築学の基本になる各自の生活建築力の気付き、芽生えのための演習として、仮想「住まいづく

り」のプロセス体験として、ワークブック「住まいづくりノート」を作成します。 

そのための解説をします。（各自ホームワークとして、次回までに住まいづくりノートを作成） 

第４回：７月２８日 

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。「私の住まい」課題説明（次回までに模型製作） 

第５回：「私の住まい」を具体的に考える試みとして、６ｍ×６ｍ×６ｍの立方体空間をいかに自分流

の住まいにするかを考え、スチレンペーパ模型（１／２０縮尺）を製作。各自のプレゼンテーションを

通して感学、コミスタを図ります。 

教科書・参考文献・その他 

テキスト 

廣瀬滋『生活建築学と文化経済』￥１０００ 

廣瀬滋『住まいづくりノート』￥５００ 
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講義科目名 地域観光・経営・事業 
担当者・職 

氏名 
市民大学院講師  金井 萬造 

スケジュール 毎月第３金曜日 １６：００～１７：３０ 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：前期４月から８月  

 

科目概要： 

地域観光は地域再生の取組みで重要な役割を果たし出している。地域資源を発掘して磨きあげて 

地域の観光素材とし、それらを組み合わせて地域発の観光商品に仕上げ、情報発信・流通対応と 

観光地へ訪問客の受け入れともてなしにより感動を地域と観光客が共有し観光地のまちづくりに 

貢献する取組みである。地域観光事業段階、観光産業段階、地域産業構造構築段階へと発展してい

く。地域経営としての取組みや観光事業の推進態勢について検討する。各地の事例等を紹介・検討 

して最近の課題になっている着地型観光が「体験・学習・観光」のキーワードの時代であることを 

学んでいく。政策課題であるコミュニティレベルの運営・経営組織としての「地域 DMO」につい

ても検討していく。 

目的： 

授業の目的は観光の果たす役割としての「文化・経済・まちづくり」の展開や地域再生における 

コミュニティ・ベースド・ツーリズムや観光形態としてのニューツーリズムの展開を学ぶことに 

重点をおく。 

講義計画： 

第１回：４月２０日 

観光の歴史と新しい着地型観光の登場と事業化の課題、地域再生と地域活性化や観光事業支援態

勢としての取組みを学ぶ 

第２回：５月２５日 

事例紹介と地域観光の取組みの要素・地域資源について検討する。多様な観光形態を学ぶ。 

第３回：６月１５日 

歴史遺産とまちづくりと観光振興の取組みについて検討する。（甲賀市紫香楽宮跡地域を対象） 

第４回：７月２０日 

地域観光事業・観光産業への展開・地域産業構造づくりへの貢献の展開過程を検討する。 

第５回：８月１７日 

地域 DMO（観光地マネジメント/マーケテイング組織）について事例の紹介と課題を検討する。 

第６回：９月２１日（予備日程） 

地域活性化と事業支援対応の取組みについて検討する。 

教科書・参考文献・その他 

参考文献： 

観光力推進ネットワーク・関西、日本観光研究学会関西支部編『地域創造のための観光マネジメント講

座』学芸出版社、２０１６年１１月刊 
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講義科目名 文化政策・まちづくり演習 
担当者・職 

氏名 
京都大学名誉教授 池上惇 

スケジュール 第 2日 昼 講義形態 演習 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：4・8 5・13 6・10 7・8 

  

科目概要：（前回の内容） 

 これからの新しい教育システムは、各地と世界の産業実験を発見し、研究し、共同研究によって、比

較研究や、相互の学び合い、育ちあいを通じて、実例を確実に記録しつつ、理論化を図り、社会人大学

院通信制のネットワークによって、持続的発展を図る必要がある。 

 社会人大学院を通信制で組織するには、情報発信地における講義と共同研究体制を強化しつつ、各

地と京都を結合した共同研究システムによって、講義の源泉を開発し、豊かにする努力が求められる。 

演習科目「文化政策・まちづくり演習」を毎月第 2日曜日に実施します（出席義務はありませんが、

可能な限り出席してください）。本演習は地域再生や人育てを目指す学生に対し、定期的な報告の機会

を提供し、文化政策・まちづくり学に関連する多様な講師による指導を行います。 

1回につき最大 2名の報告者を決定し、30分程度の報告後に、討論を行います。 

多様な学習履歴を持つ学生に多様な学際領域からの文化経済学へのアプローチを可能とすることを

示します。具体的には以下の二つを実践していきます。 

Ⅰ 地域産業やまちづくりの再生を経済システムの関連で、歴史的に、思想的に構想する 

Ⅱ 現代社会の課題に応答していくために、東西の学問を統合しつつ、構想する 

さらに、仕事や生活の現場において、実践知をもつ学生に対して、自らの実践知の価値を自覚しても

らい、自己の実践を記録しあるいは文字情報に転換して表現する習慣を確立し、自己のもつ暗黙知を

形式知に転換する中で、自身の持つ文化資本価値を自覚できるようにします。この過程で、調査研究や

表現の力量を育て、執筆能力を涵養します。 

そして、これらを基礎に、自己が関わる産業や地域に研究範囲を広げて、文化政策・まちづくり学の

全体像を把握できるよう支援します。 

  

 

教科書・参考文献・その他 

演習の中で指定する。 
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講義科目名 文化経営学 
担当者・職 

氏名 

京都大学名誉教授 池上惇 

資生堂名誉会長 福原義春 

スケジュール 第 2水 17：30－19：00 講義形態 特別講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：4・11 5・9 6・13 7・11 

 

科目概要： 

教科書・参考文献・その他 
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講義科目名 文化経済学 
担当者・職 

氏名 
市民大学院    中谷 武雄    

スケジュール 毎月第 1・3水曜日 PM4:00~5:30  講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 4月～7月（7回） 

 

科目概要：井上義郎『「新しい働き方」の経済学：アダム・スミス『国富論』を読み直す』を教科書

として取り上げ、毎回章ごとに内容を要約した資料を配布して説明し、参加者と議論する。 

 

目的：教科書でのスミスの読み直しの論点は、現代の文化経済学が提議する論点に通じるところが大

きいと判断できる。分業、分業と協業、社会参加、商業社会、市場、競争、コモンストックなどのキ

ーワードを原典に戻って確認し、スミスの理解を深めるとともに、池上惇『文化資本論入門』での文

化資本の経営や公正な競争などと対比して、文化経済学での議論を深める。 

 

講義計画： 

序章：「新しい働き方」の時代へ                               （４・１８） 

第１章：『国富論』を読む                    （５・２） 

第２章：『国富論』は、今日のような市場経済を描いていたか？   （５・１６） 

補論 井上義郎「コンペティションとエミュレーション：アダム・スミスを再読する」 

    同『二つの「競争」：競争観をめぐる現代経済思想』講談社現代新書、2012年、 

第 4章                         （６・６） 

第３章：株式会社の起源：株式会社は『国富論』を終わらせたか？  （６・２０） 

第４章：社会的企業の出現：新しい「企業」は可能か        （７・４） 

終章：『国富論』はよみがえるか？                （７・１８：最終回） 

教科書・参考文献・その他 

教科書：井上義郎『「新しい働き方」の経済学:アダム・スミス『国富論』を読み直す』現代書館 

〈今読む！名著〉、2017年 

参考書；池上惇『文化資本論入門』京都大学学術出版会＜学術選書 078＞、2017年 
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講義科目名 森嶋学 
担当者・職 

氏名 

市民大学院講師 中西康信 

京都大学名誉教授 池上惇 

スケジュール 不定期  講義形態 特別講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

これまでに、森嶋通夫が著した日本社会に関する分析のものは、ほぼ取り上げ、紹介、検討した。

（『なぜ日本は没落するか』、『なぜ日本は＜成功したか』、自伝３冊） 

 森嶋は、日本社会分析やまだ取り上げていないが、イギリス社会との比較（『イギリスと日本』、『続

イギリスと日本』）をしている自分を「もう１人の自分」とし、本業である経済理論の仕事をしている

自分自身と区別していた。その意味では、今まで取り上げたのは、「もう１人の森嶋通夫」ばかりで、

本業の経済理論は取り上げていなかった。理由は、単純で、経済理論について一般の人が理解するのは

難しいと私自身（中西）が判断していたからでるのと同時に、「もう１人の森嶋通夫」の著作の方が学

ぶ意義は、現代では、経済理論を紹介するよりも大きいと考えたからである。 

 さりとて、森嶋学で、森嶋の経済理論の業績を検討しないのも愚であるのでは言うまでもない。「も

う１人の森嶋通夫」に見た社会分析の基礎にある、森嶋の卓越した分析力の基礎にある論理性は経済

理論の研究を通じて磨き上げられたものであり、森嶋はそれをディスプリン(discipline)と表現してい

たが、今年度は、森嶋の本業であった経済理論についての業績をいくつか取り上げ、森嶋が磨き上げた

ディスプリンに触れると同時に、森嶋の経済理論の研究の歴史を辿ることによって、森嶋の研究の背

後にあるものについても検討したいと考えている。それが、本業である経済理論を研究する森嶋通夫

と「もう１人の森嶋通夫」をつなぐものだとも考えている。 

  

 

教科書・参考文献・その他 
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講義科目名 ラスキン学 
担当者・職 

氏名 
大谷大学名誉教授 市民大学院講師 内藤史朗 

スケジュール 毎月第一、第三 水曜 14：00～16：00 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 4月～7月 

科目概要：「人間と自然の連鎖――構想力・生命力と歴史・環境のインターラクション――」 

１．19世紀の学問には、今日的立場から振り返ると、その対象把握の態度や捉え方に見直す面がある。一言で言

えば、「総合的把握」である。 

２．明治の初期に日本の近代化を目指す思想家のなかで、ラスキンなどの 19世紀の思想に学んだ人が居た。例え

ば、清沢満之である。彼の場合、夭折したため詳しく分からないが、友人に京大総長沢柳政太郎がいて書物を借

りている。 

 清沢満之の思想は「精神主義」に大まかに書かれているが、とくに「万象一体」と言う思想は注目すべきであ

る。昨年度後期に「植物の生命構造」を明らかにしたが、ラスキンのこういう面が今日必要とされている。 

３．さらに「近代画家論」第 4巻においては、鉱物学による岩石の分類と性質が述べられている。ここでは、5巻

で述べられる「植物の構造」を含めて考えると、まさに「万象一体」と言えるような世界が展開されている。 

４．今日の人類が世界をどう見て行動すべきかをラスキンは教えてくれる。人類の希望と未来を見るのに大切な

のは芸術を通しての見方であろう。 

５．過去の芸術史を振り返ると、今日の人類にとって何が必要かを教えてくれる。 

そこで、「ルネサンスとグロテスク精神」を読むことになってくる。 

６．「構想力」はダイナミックに働くときは独創力として機能するが、構想力がある段階でスタティックな状態で

続くと、固定化して新しい内発的な力の噴出が要請されて、新構想力が出てくる。その様態はグロテスクである

だろう。 

 ゴジラの映画を観た「いじめられっ子」の少年が、ゴジラが何度も立ち向かう姿に感動し自らもいじめっ子に

立ち向かうという話がある。「いじめられっ子」という固定観念を打ち破って生きていく話である。自らの内発的

な自立力が要請されているわけである。芸術史でもこのような革新と固定化の連続となっていると考えられる。 

＜参考資料＞最近出版された『続ヴェネツィアの石―ルネサンスとグロテスク精神―』を筆頭として『ヴェネツ

ィアの石』、『構想力の芸術思想』、『風景の思想とモラル』など。 

＜目的＞：人間にとって生きる上で原初の時代から二つの課題があった。「人間が他者である人間といかに交わる

か、共同体の内実化とは何か」と「人間は限界のある生涯の先には何があり、死を超えるものとは何か」の二つで

ある。これらの問いにラスキン学ではどう答えるか。 

＜講義計画＞：第一回（4月 18日）ヴェネツィア共和国の官僚機構と現代日本の政治/第二回（5月 2日）学問の

細分化と総合を目指すラスキン学/第三回（5月 16日）自然と人間の連鎖/第四回（6月 6日）山岳・里山の形成と

人間の気質・精神/第五回（６月 20日）雲の形状とギリシャ神話/第六回（7月 4日）コミュニティ・デザイン/第

七回（7月 18日）「万象一体」とラスキンの思想 

教科書・参考文献・その他 

最近出版された『続ヴェネツィアの石―ルネサンスとグロテスク精神―』を筆頭として 

『ヴェネツィアの石』、『構想力の芸術思想』、『風景の思想とモラル』など。 

授業の時間に各日の参考文献を列挙する。『続ヴェネツィアの石』は毎時間携帯するのが望ましい。 
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講義科目名 A.マーシャル研究会 
担当者・職 

氏名 
京都大学大学院院生 白石智宙 

スケジュール 原則第 2木曜日 15:00~17:00 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

この研究会では、アルフレッド・マーシャル（Alfred Marshall）（1842~1924）の経済学と、その

背景にある思想・時代について研究します。マーシャルについての研究には既に多くの蓄積がありま

すので、それらを参考にしつつ、基本的には原典（（邦訳）を読み進める形で研究を進める予定です。そ

の際には、原典（（英語）も参照します。まずはマーシャルの（『経済学原理（（Principles of Economics）』

を読み進めます。 

 しかし、マーシャルの業績は広く深いため、当面の研究会の目的を、マーシャルの捉えた（ 地域と経

済との関係”がどのようなものであり、その中でも（ 智恵の森”と呼ばれる概念はどのようなものなの

か、という点を明らかにすることに限定して進めることとします。そして、それらと並行して、それら

の点が現代の日本の地域が抱えている諸問題の解決に対して持つ意義を研究します。 

 更には、この研究会での成果を論文やテキストにして、広く共有できるようにすることも目的として

おります。 

  

以下の日程・内容は、進捗具合や参加者の都合に合わせて変更する場合があります） 

 

 平成 29年度の講義内容を総括した上で、引き続き『経済学原理』の原典（邦訳）を章ごとに区切っ

て読み進め、適時参考とすべき著作や論文を参考にしながら研究を進めます。 

 またこの研究会は、講師の知識を講義形式で参加者に提供するというよりも、参加者と一緒に学び

ながら、研究を進めることを目的としております。 

 

１ 4月 12日（木） 15:00~17:00 平成 29年度研究会の振り返り 

２ 5月 10日（木） 15:00~17:00 第二編第二～四章 

３ 6月 14日（木） 15:00~17:00 第三編第一～四章 

４ 7月 12日（木） 15:00~17:00 第三篇第五～六章 

 

教科書・参考文献・その他 

教科書 

A. マーシャル著 永沢越郎訳『経済学原理 第一～四分冊』（1985）、岩波ブックサービスセンター信

山社 

参考文献 

Marshall, A. 1920. The Principles of Economics, 8th ed. London, Macmillan. 

A. マーシャル著 馬場啓之助訳『経済学原理 1~4』（1965~1967） 東洋経済新報社   他 

  

（希望される方には教科書のコピーをお渡ししております） 
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講義科目名 R.ケイブズ研究会 
担当者・職 

氏名 
京都大学名誉教授 池上惇 

スケジュール 土曜日 16:00—18:00 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

創造産業論の古典、リチャード・ケイブズの『創造産業論』（刊行は２０００年）を一年をかけて

翻訳し刊行する。 

教科書・参考文献・その他 
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講義科目名 アダム・スミス研究会 
担当者・職 

氏名 
 市民大学院   中谷 武雄 

スケジュール （原則）隔週土曜日 AM１０：００～１２：３０ 講義形態 ゼミナール 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 4月より 6回を予定 

 

科目概要・目的：今年はマルクス生誕 200年。以前に取り組んだ『経済学の生誕』の著者の作品を取

り上げ、スミスとマルクス、『国富論』と『資本論』、18世紀と 19世紀、資本主義と社会主義などを対

比させながら、参加者の作成したレジメにもとづいて議論を深める。 

 

講義計画： 

１章 マルクスを見る眼                           （４・１４） 

２章 「資本論」以前の問題                         （４・２８） 

３章 スミスの世界とマルクスの世界                     （５・１２） 

４章 労働と疎外                              （６・２） 

５章 相対的剰余価値の生産                         （６・１６） 

６章 資本と人間の再生産                          （６・３０） 

 

7・21より新しい教科書に入る予定 

 

 

教科書・参考文献・その他 

教科書：内田義彦『資本論の世界』岩波新書（青版 614、B‐69）、1966年 

    （最近も増刷されています。） 
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講義科目名 
安全・基盤・暮らし

研究会 

担当者・職 

氏名 
市民大学院講師  金井萬造 

スケジュール 第４週月曜日 １４：００～１６：３０ 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期４月～８月 

 

科目概要： 

東日本大震災から７年が経過して震災復興は第二ステージの地域の自主・自律の取組みの展開時

期に入ってきている。また、関西では、東南海や南海トラフ地震の対応が課題になっている。 

地域の安全・安心を保証する取組みについての各地の事例を紹介して課題を検討する。 

目的： 

災害に対応する取組みとしての減災やレジリエンス概念の捉え方についての取組み対応から学び 

災害復興のまちづくりと生活基盤整備・対応の課題と地域での再生・地域活性化との関係を検討

していく。各種の論文の内容の検討を含めて地域社会でのあり方について検討する。 

講義計画： 

第１回：４月２３日 

減災概念について再検討していく。地域基盤の整備についての取組み事例を検討する。 

第２回：５月２８日 

東南海・南海トラフ地震の対応策について検討する。取組み事例を検討する。 

第３回：６月２５日 

生活点での防災対応の取組みの進展について検討する。事例紹介と検討をする。 

第４回：７月２３日 

安全・安心の取組みと震災復興の取組みを検討する。 

第５回：８月２７日 

暮らしから見た震災対応の取組みから学ぶ。東日本大震災の経験から課題を分析する。 

第６回：９月２４日（予備対応） 

海外での取組みから学ぶ。 

 

教科書・参考文献・その他 

毎回、関係する関連の文献や関連情報・図書からレジュメを作成する。 
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講義科目名 学習社会研究会 
担当者・職 

氏名 
藤岡純一 

スケジュール 毎月第 4日曜日 16:00－18:00 講義形態 テキスト輪読 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：4月から 8月まで毎月第 4日曜日に開催（8月のみ日は未定）  

 

科目概要： 

 スティグリッツの「ラーニング・ソサイエティ」は経済学の立場からの学習社会論として画期的

な本です。スティグリッツはコロンビア大学の学派に属し、ソローやアローの影響を受けその理

論を発展させながら、イノベーションとラーニングの理論を展開しました。また、シュムペーター

的競争の理論を批判的に継承しています。 

 2017年度後半に、テキスト前半の検討をほぼ終えました。2018年度前半には、ラーニング・ソ

サイエティに向けた政府の経済・金融政策、産業貿易政策、知的財産権、そして社会変革について

検討します。 

 なお、原著 “Creating a Learning Society”を参考にします。 

 

講義計画： 

 4月 22日 第 7章 閉鎖経済におけるラーニング 

       第 8章 幼稚経済保護論：ラーニングを促進する環境での貿易政策 

 

 5月 27日 第 9章 ラーニング・ソサイエティ構築における産業政策の役割 

       

 6月 24日 第 10章 金融政策とラーニング・ソサイエティの構築 

       第 11章 ラーニング・ソサイエティのためのマクロ経済政策と投資政策 

 

 7月 22日 第 12章 知的所有権 

 

 8月未定  第 13章 社会変革とラーニング・ソサイエティの構築 

       第 14章 あとがき 

教科書・参考文献・その他 

テキスト 

ジョセフ・E・スティグリッツ、ブルース・C・グリーンウォルド著。藪下史郎監訳、岩下千晴訳 

『スティグリッツのラーニング・ソサイエティ—生産性を上昇させる社会』2017 東洋経済新報社 

参考文献 

Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greenwald (2014) Creating a Learning Society: A new Approach to 

Growth, Development, and Social Progress, Columbia University Press, New York.  
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講義科目名 京都文化資本研究会 
担当者・職 

氏名 

西陣麻畠織物 

代表取締役 麻畠正資 

スケジュール 土曜日、日曜日  講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

Ⅰ京都市・府の伝統産業工房への訪問、工房見学を研究会の中心に熟練職人の手仕事を体感する

とともに現場から「京都の文化資本」を考えていきます。 

 

Ⅱ京都文化資本、京都の伝統産業、環境保全を歴史的な視点から見つめ、どのように形成されてい 

くのか？今後の発展と方向性、未来を研究致します。 

 

京都市上京区、古武氏京町屋と染工場訪問 

京都市北区、西陣金襴織物工房と織姫神社参拝 

京都市伏見区、草木染工房訪問 

※各研究会は、工房が小さい為、工房から人数制限があり、こちらで調整させてもらいますので、

御了承ください。 

教科書・参考文献・その他 

「京都の歴史」学芸書林、1970年 

「伝統工芸品技術事典」伝統的工芸品産業振興協会、1980年 

「織物組織意匠法」田島弥一、1981年 

「西陣襟飾百年」西陣織ネクタイ 100周年記念誌編集委員会、1992年 

「西陣グラフ」「西陣年鑑」西陣織工業組合  
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講義科目名 経営学原論 
担当者・職 

氏名 
市民大学院講師 主馬建之助 

スケジュール 毎月第 4月曜日 
PM 6：00～ 

PM 7：30 
講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：前期 4月から 8月 

 

科目概要：学問としての「経営学」を基礎的な部分から概観する。この、「経済学」とも「商学」

とも似て非なる社会科学の一分野を、講師と受講者が自由に所感を述べつつ批判的・学際的・実

際的に理解できるよう、改めて知見や視角を共有してみたい。可能な限り、一年を通して経営学

の代表的トピックスを網羅するよう予定している。 

 

講義計画： 

第 1回：4月 23日 

イントロダクションと「組織」 

第 2回：5月 28日 

「組織」（つづき） 

第 3回：6月 25日 

「戦略」 

第 4回：7月 23日 

「競争」 

第 5回：8月 27日 

「企業文化」 

教科書・参考文献・その他 

オリジナルレジュメを毎回配布します。 
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講義科目名 新聞講読会 
担当者・職 

氏名 

京都大学大学院院生 荒木一彰 

京都大学大学院院生 白石智宙 

スケジュール 不定期  講義形態 特殊講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

定期的に、京都新聞・毎日新聞の記事を講読する機会を作る。参加を歓迎するのは、主に若者で

す。大学生や高校生を主体に、新聞記事を媒介として、政治や経済、文化の認識を深めることを目

的としています。 

教科書・参考文献・その他 

 



27 

 

講義科目名 人類進化と家族 
担当者・職 

氏名 
市民大学院研究員 横田幸子 

スケジュール 毎月第二水曜日 PM 4：00~5：30 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 4月~7月 

 

概要： 

「女性が輝く社会」が標榜されながら、女性の「経済的自立」と「子育て」の両立が困難で二者択一

が迫られる状況下で、少子化の進行が懸念されている。その背景には、人類が抱える難問「女性の自

立不能な難産を伴う生理的超未熟児出産」と「子育て期間の長期化」がある。歴史的には日本では「儒

教的男尊女卑意識」に加えて「西洋文明における固定的性別分業意識」を「進歩的な外来思想」とし

て取り入れながら、日本独自の「良妻賢母思想」を醸成し、「性別役割分担意識」が強力に形成され

てきた経緯がある。 

 本研究会では、山際寿一著「家族進化論」を手がかりにしつつ、子を産み育てる女性の視点を加え

て、この難問を人類の生物的進化と社会的進化の共進過程で発生したものと捉え、その難問を包容し

ながら子育てを保障してきた家族の進化を考える。 

具体的には両性間の齟齬の発生・母系性家族の成立要因・性的分業の成立要因・父系性家族の成立

要因などを視野に入れながら捉えた上で、それが資本主義的生産様式の発展とともにどのように変容

しながら現在に至っているかを明らかにすることにより、今後の家族形態の展望を探る。 

 

第一回 家族論の混迷を打ち破るために（４・11） 

 現在の家族の多様化や少子化の進行・女性の生き難さの根源には、ジェンダー（社会的性差）では

片付けられない問題が潜んでいることを読み取り、何を考えるべきかを探る。 

第二回 人類進化のステージとその過程概観（5・９） 

アフリカの厳しい自然条件の中で、何故、人類の祖先が直立二足歩行し、脳容量を増大させ、女性

が難産と超未熟児出産をせざるを得なかったのかを考える。 

第三回 石器と手作業の進化―狩猟仮説の誤り検証（６・13） 

「男は狩猟に、女は採集に」という性別分業は、人類進化の過程で発生したものではなく、現生人

類の拡散過程で、特殊な条件化で発生したものであることを明らかにする。 

第四回 住まいと家族・共同体の変遷から描く夢想（7・11） 

 化石や遺跡が示唆する居住跡から、現生人類がどのような家族や共同体を必要としながら社会的に

進化してきたのかを読み取り、その中から女性が子育てと経済的自立を両立させうる住まいのあり

方を探る。 

教科書・参考文献・その他 

参考書 山極寿一著「家族論進化論」 

 



28 

 

講義科目名 地域経済政策 
担当者・職 

氏名 
市民大学院講師 主馬建之助 

スケジュール 毎月第 4月曜日 
PM 4：00～ 

PM 5：30 
講義形態 複合 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：前期 4月から 8月 

 

科目概要：前半の 2 回程度は、岡田知弘・岩佐和幸 編著『入門 現代日本の経済政策』を教科書

に、現代地域経済政策、地域創生の課題を検討する。さらに、実際に地域で活動する実務家を招

き、現状の報告と今後の方向性をレクチャーしてもらう（現時点では、小規模自治体の政策担当

者や議員、まちづくり組織のメンバー等を予定）。その上で、処方箋理論としてアマルティア・セ

ンの業績に着目し、後半で議論の深化を試みる。さしあたり、教科書として、『アマルティア・セ

ン講義 経済学と倫理学』を予定。可能な限り、後期と連続した内容を計画している。 

 

講義計画： 

第 1回：4月 23日 

イントロダクションと『入門 現代日本の経済政策』第 1章 

第 2回：5月 28日 

『入門 現代日本の経済政策』第 2章 

第 3回：6月 25日 

実務家レクチャー（詳細は後日） 

第 4回：7月 23日 

実務家レクチャー（詳細は後日） 

第 5回：8月 27日 

『アマルティア・セン講義 経済学と倫理学』 

教科書・参考文献・その他 

岡田知弘・岩佐和幸 編著『入門 現代日本の経済政策』、法律文化社、2016年 

A・セン『アマルティア・セン講義 経済学と倫理学』、ちくま学芸文庫、2016年 
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講義科目名 中山間地域経営論 
担当者・職 

氏名 
講師 古畑 浩 

スケジュール 土曜日１６時～ もしくは月曜日１６時～ 講義形態 講義 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：  

土曜日１６時～、月１回を予定致しております。 

 

科目概要： 

５０回に及ぶこれまでの拙講義を踏まえて、教員免許講習、日頃のアルバイト経験から、分配のあ

り方を考えていきます。関係人口や木曽地域の将来構想についても考察し、地域経営の立場から、

自分らしい生き方を中山間地域という場で如何に実現していくか、共に考えて参りましょう。 

 

目的： 

長野県中南信の自治体の地域づくり実態を踏まえ、今後の人口減少社会にあって、少ない住民で

多機能人財をつくるため、教員免許講習や倉庫での分配のあり方の経験を受講者にお示しします。

そのうえで、自らの暮らしている木曽地域の将来構想に携わった経験から、最終報告書の内容も

ご説明致します。関係人口を木曽地域でも如何に確保するか、アドバイスを求めたいと思います。 

 

講義計画： 

第１回（通算第５１回）「教員免許講習と地域経営」（４月２１日？） 

第２回（同第５２回）「第４次木曽地域振興構想と地域経営」（５月１９日？） 

第３回（同第５３回）「関係人口と地域経営」（６月２３日？） 

第４回（同第５４回）「倉庫の分配作業と地域経営」（７月２１日？） 

後期については、未定です。 

教科書・参考文献・その他 

特にございませんが、必要な資料の回覧は適宜致します。 
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講義科目名 遠野文化資本研究会 
担当者・職 

氏名 
市民大学院講師  金井 萬造 

スケジュール 第４週日曜日 １４：００～１５：３０ 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：  

前期４月～８月 

科目概要： 

遠野市は東日本大震災から７年を経過して震災復興段階では第二ステージの発展段階を迎えてい

る。地域資源・人材資源と地域発信の商品づくりと地域での取組みの組織対応が進行している。 

本年は気仙地域の住田町での取組みも開始されて気仙地域の文化資本も含めた遠野・気仙と住田 

町・大船渡市・陸前高田市の広域連携のもとでの文化資本のあり方について拡張して検討する。 

全国の取組み事例から比較検討をしていく。 

目的： 

広域連携と歴史的対応の異なる地域間の連携を考慮した取組みについて検討していく。流通と地

域連携や地域人材づくりのあり方を取り上げて検討していく。 

講義計画： 

第１回：４月２８日（土） 

５月３日住田町五葉地区公民館での越智和子先生の「暮らしのなかのデザイン」講演内容の検討 

第２回：５月２７日（日） 

５月３日～６日の 学び合い 育ち合い”の取組みから学ぶ。（報告と意見交換） 

第３回：６月２４日（日） 

気仙地域の文化資本から学ぶ。（地元の情報と関係文献から学び、意見交換） 

第４回：７月２２日（日） 

気仙地域と遠野市の地域連携の実情と課題 

第５回：８月２６日（日） 

震災復興第二ステージの展開と課題 

第６回：９月２３日（日）（予備日程） 

気仙地域における住田町と沿岸地域の大船渡市・陸前高田市の地域連携の捉え方 

教科書・参考文献・その他 

毎回関係する文献・資料から準備していく。 
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講義科目名 
ネオ・ジェロントロジ

ー（新老年学）研究会 

担当者・職 

氏名 
立命館大学非常勤講師・冨澤公子・ 

スケジュール 隔月 不定期 14時~15時 30分 講義形態  

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 6月～不定期 

科目概要： 

1 研究会の趣旨 

本研究会では、ますます進展する超高齢社会のなかで、従来の老年学（ジェロントロジー）の理論枠

組みである、65歳以上を一律に高齢者､即ち、衰えていく者としてとらえる研究の限界を超え、心理学

や文化人類学、文化経済学などの学際的な分野から、長寿時代に対応する地域のありかた、個人の生き

方を考える、新しい老年学である、ネオ・ジェロントロジーの視点から研究会を開催します。 

 

２ 研究会の内容 

 前年度から継続して、「老年的超越～歳を重ねる幸福感の世界」をテキスト本として読み進めていく

ことにします。老年的超越理論は、超高齢者のポジティブな心性と幸福感の源を理解する理論して、高

齢者への新たな理解を進めることができると思いますので、隔月ですがゆっくりと、意見を交換しな

がら、読み進めていきたいと思います。 

併せて、私の長寿地域の実証研究の結果についての内容紹介と、それに対する参加者のご意見・ご助

言をいただきながら、進めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

４ お願い事項 

参加の際には、事前に該当部分を読んでご参加をお願いいたします。また、資料の準備上、事前に

参加申し込みをお願いいたします。 

 

教科書・参考文献・その他 

①トーンスタム著、冨澤公子・タカハシマサミ訳『老年的超越：歳を重ねる幸福感の世界』晃洋書房(2017) 

②冨澤公子『人生はセレンディピティ：新老年学者としての 10年の歩み&論文集』(2017) 
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講義科目名 農林工芸文化経営研究会 
担当者・職 

氏名 

岩田均（元・京都美術工芸大学） 

峰尾恵人（京都大学大学院） 

スケジュール 毎月第一月曜日 午後 6時～7時半 講義形態 研究会 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程： 前期 5月～8月 計 4回 

 

科目概要： 

農林業と工芸という仕事は、人間にとっての原初的な仕事であるとともに、現代においてその

意義が見直されつつあります。その仕事の意味を根源的に問い直し、それが内包する文化的価値

や外部性を文化経済学から学び、その価値を社会に普及し果実を得る文化的な経営を実践的に研

究したいと思います。 

研究会主宰者の 2 名からの提起と参加者各位による自由な討議を通じて、大学院で使用するテ

キストづくりや教育内容の質的向上にご協力いただければ幸いです。 

 

講義計画： 

第 1回：5月 7日 

工芸に関する提起（岩田）：職人仕事の本質、工芸の論点 

 

第 2回：6月 4日 

農林に関する提起（峰尾）：農業・林業の特徴と論点 

 

第 3回：7月 2日 

岩田からの再提起：産業の工芸化と文化的経営 

 

第 4回：8月 6日 

峰尾からの再提起：農業・林業の現代的意義と文化的経営の可能性 

教科書・参考文献・その他 

参考図書：岩田均 2018『工芸の経済と経営』、峰尾担当分は適宜レジュメを配布します。 
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2018年前期研究会シラバス 

 

代表者 

市民大学院研究員 

岸本 正美 

花背の文化資本研究会 

 

講義曜日・時間帯  第 4火曜日 2時から 4時 

研究回数      月 1回（前期で 5回）（4・26 5・24 6・28 7・26） 

 

概要 

 

 昨年度の研究会で行った論議の成果を踏まえて、本作りを目指します。今年度の研究会

は、毎回、代表者が予め本の原稿（要綱・素案）を提案し、参加戴いている方から「原

稿」に関してのご意見や助言を戴くことが中心となります。 

 

 踏まえておくべき研究の柱は、基本的には、昨年度の概要と同じです。 

 

① 花背の自然・地勢的・歴史的な特徴を明確にしながら、花背の文化資本と花背の復

興に向けた地元の方々の思いと活動について学んでいく。 

② 文化財・経済資本・文化資本等の概念を明確にする。また、相互関係についても究

明していく。 

③ 昨年の研究会で共有し合った情報を確認しながら研究会を進める。 

 

計画と内容 

① 花背の現地でのヒアリングや花背の人々との意見交換会もしていく。 

② 本作りに必要な研究作業を計画的にきめ細やかにしていく。 

 

 

教科書 

 「オタギ学（序説）」2016年 

 「文化資本論入門」（京大学術出版会）2017年 

 「地域文化史」に関する文献・資料 

※花背で撮らせてもらった画像等 
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ゼミ 藤本ゼミ 

研究会名 教育・文化・財政 

所属・職氏名 滋賀大学名誉教授 藤本文朗 

期間 前期 

曜日 土曜日 or日曜日 

時間帯 午前 

概要と目的 若手中心ゼミ、教育について公共性、教師教育、文化、財政など学び合う 

計画と内容 
第 1回 4月 15日（日）午前：小学校の教師の仕事とは 

第 2回（5月）：公教育における「エビデンス」とは（OECDの教育政策） 

教科書・参考文献・その

他 

池上淳 「文化資本論」京都大学学術出版会,2017 

井出・川井・藤本「教育・財政・文化について学び合う」国際文化政策研究,2017 
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講義科目名 文化施設研究会 
担当者・職 

氏名 
市民大学院    中谷 武雄   

スケジュール （原則）隔週月曜日 AM１０：００～１２：３０ 講義形態 ゼミナール 

日程、概要、目的、講義計画、内容 

日程：  

4月より 8月まで８回を予定（開催日に注意） 

 

科目概要・目的：池上惇『文化資本論入門』を教科書として取り上げる。「文化資本の経営」という考

えは、文化施設の経営問題にもかかわるとともに、文化経済学や文化政策学の根本概念としても重要

である。資生堂の発展や、北海道・東川町の「写真のまち」や「遠野スタイル」の地域活性化政策など

から、社会イノベーションまでに及ぶ、大きな、広い視野や方法論を理解する。参加者の作成したレジ

メにもとづいて議論を深める。 

 

講義計画： 

はしがき―現代の経営のなかで生きる人々へ                   （４・１６） 

序章 現代の課題と向き合って経営システムと経済学を学ぶ            （４・１６） 

第 1章 文化資本の経営と地域創生―厳しい生活苦や孤独と向き合いながら、 

営利であれ、非営利であれ、これからの経営を学び、あるいは、志す人々へ―   （５・７） 

第 2章 現代の経営経済学―経済資本から文化資本へ―              （５・２１） 

第３章 人間開発の場を創る―文化資本の経営―経済資本の経営＝環境負荷・ 

格差社会・金融リスクからの転換を―                     （６・４）                            

第４章 大変化を生み出す「文化資本の経営」 

―新しい経済を発見し研究する経営経済学を―                 （６・１８） 

第 5章 地域を創生するふるさと学校―文化資本を生かしあう人々―        （７・２） 

展望 文化と資本の関係を再考する                       （７・２３） 

参考文献                                   （７・２３） 

付 録 英文による国際学会報告、国際学術研究への貢献事例           （８・６） 

 

 

教科書・参考文献・その他 

教科書：池上惇『文化資本論入門』京都大学学術出版会＜学術選書 078＞、2017年 
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McHarg研究会
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研究会名 ワロンの発達論か

ら公共を考える 

所属・職氏名 滋賀大学名誉教授 藤本文朗 

大成学院大学特任  近藤真理子 

曜日 第 3土曜日 時間帯  14時半 

計画と内容 

ワロンの文献を下敷きに発達、子どもの育ちの権利について捉えなおしを行う 

 

1. 発達権の保障をめざしたかかわり、保護者支援の実際 

~支援者は子どもの発達を保障しているのか？ 

 

2. 子育て支援、子ども、親参画の街づくり、公共性について 

 

3．発達障害についての概念整理 

 

4．発達相談を行い、個別のケースやアウトリーチを踏まえてケース検討を行う 

 

5. その他 

教科書 ・参考文献 

堀尾輝久『現代教育思想と構造』岩波書店 1992 

エリ・エス ヴィゴッキー著 藤本 文朗, 柴田 義松 訳 

「子どもの発達における遊びとその役割」『国民教育９』1971 

 



 

 

 

 

  

市民大学院 

一般社団法人 

文化政策・まちづくり大学校 

  

発行 一般社団法人文化政策・まちづくり大学校 事務局 

発行日 2018年 4月 10日（火） 

場所 京都市下京区高辻通室町西入る繁昌町２９０番地 

（旧成徳中学校２階） 

  


