
 

授業科目名 演劇史 

担当教員 内野 儀 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第２クォーター 

講義内容 

日本並びに世界の演劇史を、劇場の歴史を中心にして概観する。ギリシャ・ロー
マ時代から始め、ルネッサンスから近代・現代にいたるまでを、日本独自の能舞
台や歌舞伎劇場の発展や近代日本における劇場についても言及しながら、まず
は辿ってみる。ひきつづき、現代の欧米や日本における劇場という制度やそこ
で行われている演劇の現在についても考える。  

到達目標 

演劇が行われる空間、そこが劇場となる。人々が集まり、そこで何かが行われる
場所／空間を広い意味での劇場と捉え、西洋と日本における広い意味での劇場
という場所／空間の歴史を学ぶことで、日本と世界の演劇史への視座を獲得し、
劇場という場所／空間が現在、果たしうる役割を考え、説明できるようになる。 

授業計画 

１ 劇場とは何か？―日本の伝統、西洋の伝統 

２ ギリシャ・ローマ時代―ギリシャ悲劇の普遍性 

３ ルネッサンスの劇場―バロックから古典時代へ 

４ 西洋近代の劇場（１）―プロセニアム劇場の誕生 

５ 西洋近代の劇場（２）―舞台機構の発展と演出家の登場 

６ 日本の伝統劇場―能舞台と歌舞伎劇場 

７ 近代日本の劇場―新劇の冒険 

８ 現代西洋の劇場（１）―英語圏の演劇と劇場 

９ 現代西洋の劇場（２）―非英語圏ヨーロッパの演劇と劇場 

10  現代日本の劇場（１）―アングラ・小劇場演劇の革新 

11  現代日本の劇場（２）―ミュージカル劇場と公共劇場 

12  現代世界演劇の展開―ドイツの公共劇場を中心に 

13 現代日本演劇の展開―２１世紀演劇のビジョン 

事前･事後 
学習 

・事前に興味がある時代の演劇とそれが行われていた劇場について、どのよう

な演劇が行われていたのか、その機構や役割を調べておく。 
・授業で学修したことに関するレポートを作成し、提出すること。 

テキスト ・清水裕之著『劇場の構図』ＳＤ選書 195 鹿島出版会（1985） 

参考文献 

参考書（文庫本で可。翻訳戯曲については誰の訳でもよい） 
ソフォクレス『オイディプス王』、ウィリアム・シェイクスピア『ハムレット』 
アントン・チェーホフ『かもめ』、テネシー・ウィリアムズ『欲望という名の電

車』、泉鏡花『天守物語』、三島由紀夫『サド公爵夫人』、野田秀樹『野獣降臨』 
成績評価 
の 基 準  

・提出されたレポートで、到達目標がどこまで達成されたかを評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
・時間が許せば映像資料を見ることも考えるが、むずかしい場合は学修前の視

聴を義務化することも考える。 



授業科目名 文化政策概論 

担当教員 
古賀 弥生 
藤野 一夫 
井原 麗奈 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

文化政策は芸術・文化に関する公共政策を指し、芸術・文化の振興と同時に、

他の政策領域とも連携して芸術・文化を通じた人々の QOL（生の質）の向上、

地域社会の活性化を実現するものである。その主体は、行政はもちろんのこと、

企業や NPO の参画も必須であり、現代社会を構成するさまざまなアクターが協

働することによって担われている。この授業では日本の文化政策について歴史

的経緯、現状と課題に関する知識を習得し、芸術・文化の公共性について理解

することを目標とする。 

到達目標 

・文化政策の歴史と、国や自治体の文化行政に関する課題を説明することがで
きる。 
・芸術・文化の力を活用した都市政策の事例を挙げて説明することができる。 
・芸術・文化の公共性について、文化政策の具体的な場面に関連づけて述べる
ことができる。 

授業計画 

１．イントロダクション/文化政策の領域（古賀）（藤野） 

  文化政策の全体像を整理し、社会の他の領域（教育・福祉・経済、その他） 

との関連や、担い手の多様化について理解する 

２．欧米の文化政策（井原） 

  国民国家の成立と文化政策の関わり、今日の欧米における文化政策を学ぶ 

３．非西欧圏の文化政策（井原） 

  アジア諸国をはじめとする非西欧圏における文化政策を学ぶ 

４．日本の文化政策の歴史（井原） 

  日本における文化政策について、前史及び 1945 年以降の展開を学ぶ 

５．現代日本における文化政策の展開（井原） 

  国と自治体の文化行政の現状と課題を具体的な政策・施策を通じて学ぶ 

６．文化政策と文化施設運営（井原） 

  指定管理者制度や文化施設運営の現状と課題を文化政策との関連から学 

  ぶ 

７．芸術・文化への公的支出の根拠（井原） 

  文化事業や文化団体への公的支出について、その根拠を考える 

８．教育・福祉政策と文化政策（古賀）（藤野） 

  芸術・文化の振興にとどまらない近年の文化政策の傾向について、行政施 

策を中心に教育・福祉の分野との関連から学ぶ 

９．地方創生と文化政策（古賀）（藤野） 

  地域（経済）活性化やコミュニティーの再生などと関連する文化政策の展 

開について行政による施策を中心として事例をもとに学ぶ 

10．創造都市論・創造的な地域（古賀）（藤野） 

  都市政策・地域政策の中核に芸術・文化のクリエイティビティを位置付け 

る創造都市論・創造的な地域の概念を学び、経済活性化にとどまらない地 

域発展のあり方を考える 



 

11．文化的コモンズと芸術・文化の公共性（古賀）（藤野） 

  行政だけでなく市民、NPO などさまざまな主体が連携して地域文化資源を 

生かした共同体運営を行う「文化的コモンズ」の概念を知り、芸術・文化 

の公共性について考える 

12．総括/誰もが文化権を保障される地域社会を目指して（古賀）（藤野） 

  芸術・文化へのアクセスだけでなく、人々が幸せを追求しいきいきとした 

まちづくりに参画するため、文化政策が保障すべき文化権について考える 

（令和 3年度は藤野、令和 4年度以降は古賀が担当） 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワードについて事前に文献等で学習するこ 
と。 
・次の講義の前に、配布したプリントや参考資料を用いて前回の授業内容を復 
習のこと。 

テキスト なし。各回の授業において資料を配付する 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業内で実施する小レポート（40％）、課題レポート（60％）により評価する 

履修上の注意

履修要件 
3 年次開講の文化政策実習は文化政策概論を前もって履修していることが要

件となる 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 批評論 

担当教員 熊倉 敬聡 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

 芸術という営みは、作品の創造のみでなく、それをいかに批評的に受容し、
新たな知的・実践的文脈を作り出すか、すなわち「批評力」にもかかっている。
本授業では、表現者のみならず、アートマネジャー、プロデューサーそしても
ちろん批評家を志す者に必須なこの「批評力」を養い、向上させることを主眼
とする。 
 したがって、単に国内外の代表的な「批評家」のテキストを読解するだけで
なく、実作品（ないしその映像）を見つつ、自らの批評力を高め、磨くライテ
ィング、ディスカッションも行う。 
 なかんずく、アート業界においても「和」的心性を尊ぶあまり、えてして欧
米的な「クリティック」が機能しにくいこの国において、真の「批評精神」と
はいかなるものか、その精髄を探究する。 

到達目標 

・「批評」を単に知的に理解するのではなく、実際に「作品」を眼の前にして、
その鑑賞力の中に「批評力」を内蔵できるようにする。 
・各自の「批評力」を単なる「独断」にとどめないように、ダイアローグを通
して各自の「批評力」を相互に批評しあい、切磋琢磨できるようにする。 
・実際に自分で批評文を書き、読み合うことにより、「批評」を書くことの難
しさ、楽しみなどを体得できる。 

授業計画 

１.「批評」とは何か？（感想文、レビュー、論文などとどう違うのか？） 

２.「批評」の歴史（ボードレールから現代まで） 

３.クリティカル・リーディング①：「私はどこを批判したいのか？」 

４.クリティカル・リーディング②：「私の“問い”は何か？」 

５.クリティカル・ダイアローグ①：美術作品をめぐって 

６.クリティカル・ダイアローグ②：映像作品をめぐって 

７.クリティカル・ダイアローグ③：演劇作品をめぐって 

８.クリティカル・ダイアローグ④：ダンス作品をめぐって 

９.「批評文」を書く 

10.「批評文」を読む 

11.「批評精神」とは？①：ダムタイプ『S/N』をめぐって 

12.「批評精神」とは？②：ダムタイプと批評家たち 

事前･事後 
学習 

・授業中に読み、対話し、書く作業をするにあたって、事前に課題作品・テキ

ストなどを見たり読んだりする場合がある。 
・授業中に課題が終わらない場合、事後にそれを完成させる必要がある。 

テキスト ・必要に応じて授業中に配布。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内課題（50％）、レポート（50％）により評価する。 



 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 芸術文化と著作権、法、契約 

担当教員 福井 健策 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

・本講座では、あらゆる芸術分野の関係者にとって必須の知識となった「著
作権」「肖像権」「下請法・労働法」などの基礎知識を中心に、「契約書
の読み方・交渉のしかた」「税金・社会保険」など、いわばアーティス
トやスタッフにとっての生存のための必須知識を、基本から学ぶ。 

・中心となる著作権では、実際に論争になった作品や、「投稿の注意点」「二
次創作」「"パクリ"論争」などの同時代のトピックに触れて考えることで、
著作権や契約が、私たち全てにかかわる刺激的なテーマであることがわ
かるだろう。 

到達目標 

・著作権・肖像権などの権利問題の基礎と実践知識を身につけて、自分で最低
限の判断ができる 

・契約書の読み方と交渉のしかたを知る 
・その他、税金や社会保険など、アーティストとスタッフの生存のための基礎

知識を身につける 

授業計画 

１ 著作物とは 

２ 著作権とは 

３ どこまで似れば侵害か 

４ 制限規定、投稿・SNS の注意点 

５ 過去の作品の保護期間とアーカイブ 

６ パロディ・二次創作の限界 

７ 契約①：基礎知識 

８ 契約②：交渉を体験する 

９ 商標・肖像権とは？  

10 あなたを守る下請法と労働法 

11 税金と社会保険の基本 

12 全体の振り返りと質疑 

事前･事後 
学習 

 

テキスト  

参考文献 
18 歳の著作権入門（ちくまプリマ―新書）、エンタテインメントと著作権シリ

ーズ（シリーズ編者、CRIC） 

成績評価 
の 基 準  

講義中の発言、テストの総合評価 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 美学美術史 

担当教員 熊倉 敬聡 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

（日本で「芸術」「アート」などと訳され誤解されることも多い）「Art」は、
西欧近代という特定の地域・時代に作られた

、、、、
歴史的概念であり実践である。そ

れは今や歴史的臨界点に達している。 
 本授業では、近代における Art の「誕生」から出発して、それが 19 世紀に渡
り探究し尽くされた末、アヴァンギャルド運動によって根本から異議申し立て
された後も幾多の危機を被り、ついには現在（特に美術マーケットにおいて）
Money の価値と禁断の婚姻を遂げつつある事態を、歴史的に追跡するととも
に、その人類史的意義を、美学、現代思想などの視点から考察する。また、「Art
以降」も射程に入れ、特に日本で Art の外の分野で、これまでにない創造性が
胎動している諸例を「GEIDO」という新たな概念のもとに探究する。 
 学生は単に一方的に講義されるのではなく、担当者が仕掛ける知的問いやミ
ニワークショップを通して、自発的に考え、論じる力を養うことができる。 

到達目標 

 学生は単に「美学」ないし「美術史」的な知識を得るのではなく、「Art」と
いう本来日本人的知性・感性には異質な概念・実践を、その異質性のままに体
験・理解しつつ、それへの批評的意識を、幾つかの発表・論述を通して、自ら
の知的営為として体得することができる。 
 同時に、絶えずその学的営為を、グループワークなど複数で共有、琢磨する
ことによって、Art への複眼的アプローチを醸成できる。 
 また、西欧由来の Art を、日本の「藝道」などと比較することにより、多元
的な文化研究の視点を養うことができる。 

授業計画 

１.「藝術」？「芸術」？「アート」？「Art」？ 

２.近代以前、Artist は「創造」してはならなかった 

３.近代における「Art」の誕生と「霊妙なる自律性」の探究 

４.ステファヌ・マラルメ：Art の極北へ 

５.マルセル・デュシャン：反 Art としての Art、あるいは Art2.0 としての

Contemporary Art 

６.ロシア・アヴァンギャルド：Art の革命と政治の革命の共振 

７.二つの世界大戦と Art の「復興」 

８.空虚、無音、沈黙へ 

９.ポストモダニズム：Art のリサイクルと「社会の全般的美化」 

10.Art＝Money：Art の「終焉」？ 

11.「藝術 2.0」：人類の創造性の新たな胎動 

12.藝道から GEIDO へ 

事前･事後 
学習 

・事前にテキストの指定個所を読み、自らテーマに関する問いを考えてくるこ

と。 
・各授業の冒頭、学生たちに前回の内容を振り返る作業を行ってもらう。 
・各授業の最後、その回の授業内容を振り返り、ミニレポートを書いてもらう。 

テキスト 
熊倉敬聡『藝術 2.0』（春秋社、2019 年）。その他の資料に関しては、必要に

応じて配付する。 

参考文献 適宜紹介する。 



 

成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業内のミニレポート（50％）で評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 世界の文化政策 

担当教員 
近藤 のぞみ 
李  知映 
小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

この科目では、これからの社会の発展にとって、また人間の文化権の保障にと
って、なぜ文化政策が公共政策の重点分野として必要不可欠なのかについて、
その歴史と理論、世界各国との比較において論じ、考察する。 
国の文化政策だけでなく、地方自治体の役割やアーツカウンシルの仕組みな
ど、芸術文化を取り巻く社会制度について幅広く考える。 
講義は複数の教員によるオムニバスとなり、韓国（李）、イギリス（小林）、フ
ランス（近藤）を中心に扱う。 

到達目標 

・各国の文化政策および文化環境の違いを知り、特徴を説明することができる 
・文化政策の公共政策として重要性を理解し、あり方について議論することが
できる 
・国家の文化政策は地方自治体の文化行政と、補完あるいは連動することを理
解する 
・文化は、教育、福祉、観光など他の分野と密接に関わることを理解する 

授業計画 

1 ガイダンス(近藤､李､小林)＆フランス 1：国の役割と文化政策の発展(近藤)  

2 フランス 2：地方自治体の役割と地方都市の文化環境（近藤） 

3 フランス 3：市民の力を活かす､アソシエーションの活動と支える制度(近藤) 

4 フランス 4：文化芸術の産業としての発展（近藤） 

5 韓国 1：時代別の文化政策の範囲と展開（李） 

6 韓国 2：文化関連法・制度と組織（李） 

7 韓国 3：1990 年代以降の文化政策と文化理解の変化過程（李） 

8 韓国 4：芸術労働と福祉（李） 

9 イギリス 1： 自由放任主義と成人教育の国イギリスの文化政策（ラスキン、 

モリス、ケインズ、R・ウィリアムズの思想を中心に）（小林） 

10 イギリス 2：アーツカウンシル史（1945〜1994）（小林） 

11 イギリス 3：アーツカウンシル史（1994〜現在）（小林） 

12 イギリス 4：日本の文化政策への影響（アーツカウンシル制度、クールブ

リタニア戦略、創造都市論、オリンピック文化プログラム等）(小林) 

事前･事後 
学習 

原則として、各回の授業後に小レポートを提出のこと。変更の場合は、授業内

で適宜指示する。 

テキスト 授業内で配布 

参考文献 授業内で適宜指示 

成績評価 
の 基 準  

最終レポートにて評価（50％）。そのほか、各講師によりレポートや試験等が

課され、それらにより評価（50％）。 
履修上の注意

履修要件 「文化政策概論」を履修済みであることが望ましい 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



    

授業科目名 映像メディア論 

担当教員 門林 岳史 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第４クォーター 

講義内容 

 19 世紀に登場した映像メディアは 20世紀を通じて社会に浸透し、現代社会
のあらゆる局面において重要な役割を担っている。本講義では、映像メディア
の歴史を概観するとともに、映像がますます日常的なものになった現代社会の
諸相について考察する。また、映像を用いた多様な芸術表現についてもあわせ
て講義する。 

到達目標 
・映像メディアの歴史を理解する。 
・多様な芸術表現における映像の役割を理解する。 
・現代社会における映像メディアの重要性を理解する。 

授業計画 

１ イントロダクション 

２ 映像メディアの歴史（１） 

３ 映像メディアの歴史（２） 

４ 映像メディアの歴史（３） 

５ 現代美術と映像（１） 

６ 現代美術と映像（２） 

７ 舞台芸術と映像（１） 

８ 舞台芸術と映像（２） 

９ 現代社会と映像メディア（１） 

10 現代社会と映像メディア（２） 

11 現代社会と映像メディア（３） 

12 総括 

事前･事後 
学習 

・授業中に指示する参考文献を 
・授業中に指示する映像資料を視聴する。 
・授業で学んだ内容を踏まえてレポートを提出する。 

テキスト 特に指定せず、適宜プリントを配布する。 

参考文献 授業中に指示する。 

成績評価 
の 基 準 

授業ごとのミニッツペーパー（30%程度）、期末レポート（７0%）により総合

的に評価する。レポート評価にあたっては、講義内容を的確に理解し、関連す

る事例などに言及しつつ、自分の意見をまとめることを重視する。 

履修上の注意

履修要件 特になし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 企業メセナ論 

担当教員 小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

企業メセナとは、企業による短期的な経済的見返りを求めない芸術文化への支
援活動であるが、長期的には、芸術文化は社会のイノベーションに寄与し、経
済の活性化にも貢献してきた。本講義では、企業メセナの歴史および具体的な
形態と事例を学ぶととともに、今日的な課題について分析を行う。ここでは対
象を音楽・美術・演劇・舞踊には限定せず、デザインやものづくり、生活文化
や郷土芸能にまで広げ、芸術文化と経済と(地域)社会の関係を、人間の創造性
の観点から多角的に考察する。 

到達目標 

・企業メセナについて、その語源と歴史的変遷について簡潔に述べることがで
きる。 
・企業メセナの海外のモデルケースとその特徴について簡潔に述べることがで
きる。 
・企業メセナの形態と具体的な事例をあげることができる。 
・企業メセナが抱える今日的課題について概要を説明し、自分の見解を述べる
ことができる。 

授業計画 

1. イントロダクション 

2. メセナとは：パトロネージュの歴史 

3. 企業メセナとは:スポンサーシップからフィランソロピーへ 

4. 海外のモデルケース：アメリカのBCA、イギリスのABSA、フランスのADMICAL 

5. 企業メセナ協議会：理念と変遷 

6. 企業メセナの活動実態 

7. 企業メセナの形態と事例１；文化活動の主催 

8. 企業メセナの形態と事例２：資金提供 

9. 企業メセナの形態と事例３：非資金提供 

10. 企業メセナの形態と事例４：文化施設運営 

11. 企業メセナの形態と事例５：顕彰事業 

12. 課題 

事前･事後 
学習 

毎回の授業で学んだ内容に関するミニレポートを作成し、提出すること。 

テキスト 各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内での発言(25%)、各回ミニレポート(25%)、最終レポート(50%) 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 アートキャリア英語 

担当教員 小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

アートマネジメントの現場（特に舞台芸術領域）で必要とされる基本的な英語

のボキャブラリーとその使い方を学ぶ。具体的には、リーディングとライティ

ングを中心に、一般的なビジネスやマネジメントの領域で必要とされる英語の

運用力を養成する。まずは、劇場やフェスティバルの現場で頻出の役職名や機

材名、財務用語などを習得する。リーディングでは、実際の契約書や申請書、

パンフレット等のサンプルをもとに、ビジネス英語特有の表現や語彙を身につ

ける。ライティングでは、ビジネスレター、電子メール、プレスリリース等で

用いられる文体や形式などの基礎知識を養う。 

到達目標 

・アートマネジメントの現場で必要な基本的な専門用語（役職名、機材名、財
務用語等）を理解することができる。 
・英語の申請書や契約書および報告書を読んで内容を理解することができる。 
・基本的なビジネスレターや電子メール、プレスリリース等を作成することが
できる。 

授業計画 

1.イントロダクション 

2.ボキャブラリー１：役職名、組織名 

3.ボキャブラリー２：劇場設備名、機材名 

4.ボキャブラリー３：財務用語、マーケティング用語、広報用語 

5.リーディング１：契約書、申請書 

6.リーディング２：パンフレット、会場図面 

7.リーディング３：アニュアルレポート 

8.ライティング１：ビジネスレター 

9.ライティング２：電子メール 

10.ライティング３：プレスリリース 

11.ライティング４：報告書 

12.まとめ 

事前･事後 
学習 

前回の授業で学んだ内容に関するミニテストを授業冒頭に行うので、各自復習

をしておくこと。 

テキスト 各回の授業において資料を配布する。 

参考文献 授業内で適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

授業内での発言(25%)、各回ミニテスト(25%)、最終試験(50%) 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



    

授業科目名 民俗芸能論 

担当教員 俵木 悟 

必修の区分 選択 

単位数 １単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

 日本の各地で，祭りや年中行事に伴って，あるいは様々な祈願や感謝を込
めて演じ，親しまれてきた芸能を「民俗芸能」という。かつての民俗芸能は，
日常生活の安穏や五穀の豊穣を祈り，また死者や精霊を供養するといった信
仰が基層にあると考えられてきた。そして私たちの生活様式が大きく変わっ
た現代においても，民俗芸能は，貴重な文化財・文化遺産として，観光や地
域振興の資源として，あるいは新たな社会関係を築く紐帯として等々，多様
な価値を見出されて伝えられている。その一方で，過疎・高齢化や，地域社
会における互助共同の意識の低下などを理由に，継承の危機に直面している
民俗芸能の例も少なくない。この授業では，民俗芸能に関する基礎的な知識
を獲得すると同時に，そうした現代の民俗芸能を取り巻く様々な問題を理解
し，地域の人びととともに問題に対処するための関わり方や実践的な支援の
方法について考えてみたい。 

到達目標 
 現代において一般的な人びとが芸能を演じ伝えることの特質や、社会的な
意味や価値などを理解し、同時にそれが直面している課題や困難などの諸問
題について、様々な観点から検討し考察できるようになること。 

授業計画 

１ ガイダンス：芸能を〈民俗学的〉に考える 

２ 「民俗芸能」という概念：定義と範囲 

３ 「民俗」と「芸能」 

４ 民俗芸能の分類と実例：神楽、田楽 

５ 民俗芸能の分類と実例：風流、その他 

６ 芸能の伝播と定着 

７ 身体技法としての「芸」の伝承 

８ 伝承の正統性とその再編成 

９ 芸能伝承を支える社会関係 

10 文化財／無形文化遺産としての民俗芸能 

11 地域資源としての民俗芸能 

12 まとめ 

事前･事後 
学習 

各回の授業の内容に関する論文等を紹介するので、読んでおくこと。 

テキスト なし 

参考文献 『文化財／文化遺産としての民俗芸能：無形文化遺産時代の研究と保護』 俵
木悟 勉誠出版 2018 年 

成績評価 
の 基 準  

授業中の受講態度やコメント等をもとにした平常点を 50%、学期末に提出し

てもらうレポートの内容を 50%とし、総合的に評価する。 
履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 音楽文化論 

担当教員 藤野 一夫 

必修の区分 選択 

単位数 ２ 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 公共ホールにおける分野別事業件数において突出しているのが音楽関係であ
る。音楽文化についての基本的素養の獲得は、特にアートマネジャーにとって
不可欠である。オペラやバレエを含むクラシックや日本の伝統芸能は、人格形
成と社会形成にとって不可欠の人文主義的基礎として、ますますアクチュアル
な意味をもってきており、文化政策や企業メセナによる支援が必要となる。主
に西洋における音楽の起源と、近現代における発展を、貴族などのパトロン制
から市民主体の公開演奏会制度への変化、さらにワーグナーにおける綜合芸術
としての祝祭劇などを事例に、「公共性の構造転換」の観点から解明する。そ
の上で、現代の市民社会における音楽文化の意義を問い、いかにより幅広い市
民へと良質な音楽芸術を媒介・普及するかについて、アートマネジメントの技
法を踏まえて具体的に論じる。 

到達目標 

① アートマネジャーの基本的素養と位置づけ、音楽文化の歴史的かつ公共文
化的理解を深める             

② 現代市民社会において、音楽文化を幅広い市民に媒介し、普及させるため
の技法を開発し、習得する。 

授業計画 

1. 現代の日本と世界における音楽文化の構図と潮流 

2. 公共ホールと音楽祭における音楽事業の現状と課題 

3. 近代ヨーロッパにおける音楽家・聴衆・趣味の構造転換 

4. 文芸的公共性の形成と音楽（芸術）の自律化 

5. 公開コンサートと室内楽の隆盛（公共圏と親密圏） 

6. 19 世紀前半におけるヨーロッパ主要都市の音楽状況 

7. ドイツ音楽の特徴（オペラとコンサート） 

8. 芸術と革命（3月革命と音楽家） 

9. 綜合芸術と祝祭劇(1) 

10. 綜合芸術と祝祭劇(2) 

11. ナショナリズムと音楽 

12. 音楽文化による平和構築への挑戦（バレンボイムとサイード） 

事前･事後 
学習 

・毎回、授業の開始時に前回の授業内容についての振り返りを行うので、事前

に復習しておくこと。 
・毎回の授業後、授業中に紹介した参考文献・資料等について自主的に学習す

ること。 

テキスト 授業中に適宜配布する。 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

最終回終了後提出する小レポート（50％）、最終レポート（50％） 



 

履修上の注意

履修要件 文化政策概論、文化施設運営論、舞台芸術論の履修が望ましい。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 現代アート論 

担当教員 
熊倉 敬聡 
小林 瑠音 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 「現代アート」を「Contemporary Art」の訳語ととれば、それはすべてマル
セル・デュシャンから始まったと言える。その経緯を解きほぐしつつ、現代の
アートの特徴とされるインスタレーション、パフォーマンス、マルチメディア、
インターラクティブ、ジャンルの越境性などが、実は 20 世紀初頭のアヴァン
ギャルド運動に淵源することをまずは押さえる。そして Contemporary Art が
モダニズム、ポストモダニズムを経験した後、20 世紀末、ある種の歴史的限
界に至ることを見ていく。また、「日本」という元来(Contemporary) Art が自
生したわけではない国で、「現代アート」が独自な展開を遂げるとともに、固
有の問題を孕んでいることを指摘する。 
 そうした「現代アート」の歴史的背景を押さえた上で、現代の、特に日本で
雨後の筍のごとく隆盛している（「ビエンナーレ」「トリエンナーレ」「芸術祭」
などと呼ばれる）「アート・プロジェクト」の可能性と問題点を、海外の事例
と比較しつつ論じていく。また、それらアート・プロジェクトを含め、日本の
「現代アート」を取り巻く社会・政治・文化的状況を、表現の自由、アーツカ
ウンシル、指定管理者制度などの観点から考察していく。  

到達目標 

・学生は、「現代アート」の歴史的経緯を理解するとともに、それが（特に日
本において）孕む可能性と問題点について自ら考察するきっかけをうることが
できる。 
・学生が将来アート・マネージャーなどとして、アートの現場に関わる時に必
要とされる社会・政治・文化的問題意識を育むことができる。 

授業計画 

１.イントロダクション：「現代アート」とは？ 

２.マルセル・デュシャン：Art への異議申し立てとしての Contemporary Art 

３.アヴァンギャルド：パフォーマンス、インスタレーション、メディア・ア

ート、リレーショナル・アートの起源 

４.モダニズム、ポストモダニズム、そして Contemporary Art の「終焉」？ 

５.「現代アート」と、「日本」という「悪い場所」 

６.「現代アート」と批評という問題 

７.アート・プロジェクト（１）：歴史的変遷と特徴 

８.アート・プロジェクト（２）:海外の事例  

９.アート・プロジェクト（３）：課題 

１０.表現の自由：芸術と猥褻、美術館と規制 

１１.アーツカウンシル：ケインズの文化政策、国内の事例と課題 

１２.指定管理者制度：美術館、劇場の事例と課題 

事前･事後 
学習 

次の講義の前に、配布したプリントや参考資料を用いて前回の授業内容を復 
習すること。 

テキスト 適宜配布する。 



 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

中間レポート（50％）と最終レポート（50％）により評価する。 

履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 文化産業論 

担当教員 李 知映 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

「文化」は、経済とは相容れないもの、と考えられがちである。し

かし、歴史的に見ても、文化は常に経済的なパトロンを必要として

きた。近年では、経済活動に対する芸術文化の貢献への関心も高ま

るなど、文化と経済との関係には多様な側面が見られる。文化産業

における文化概念は、狭義の芸術ジャンルのみならず、広告、建築、

デザイン、各種メディア、ゲーム、ソフトウェアなどを包括する。

本講義においては，芸術文化と産業・経済の複雑な関係について、

文化産業論以外に、文化政策学や文化資源学等も利用し、その歴史

や理論等を多角的にみていきたい。 

到達目標 

① 芸術文化と経済・産業の複雑な関係について、その歴史や理論を踏まえて

多角的に理解する。 

② 日本社会、とりわけ地域経済の持続可能な発展のために、文化産業論の観

点から、芸術の創造・発信、流通・雇用・消費（マーケット）、そしてコ

ミュニティ形成（再生）の諸問題について、その全体像を具体的にイメー

ジし、新たな価値創造の提案ができるようになる。 

授業計画 

① イントロダクション 

・今後の授業計画と進め方、成績評価方法などについて説明  

文化とは何か 

・「文化」概念の成立と変容を把握し、文化産業論が扱う領域を概観  

② 文化経済とは 

③ 文化政策の根拠 

④ 文化芸術と経済 

⑤ 資本としての文化 

・文化産業論や文化資本論、知識産業論、クリエイティブ産業論などの考

え方を把握し、資本主義経済と文化の関係を考察 

⑥ 文化産業 

・アドルノとホルクハイマーなどの議論から考察 

⑦ 文化産業と地域社会 

⑧ 創造産業、クール・ジャパン 

⑨ 創造都市とは 

⑩ 現代文化としての観光・地域社会 

・現代の消費文化としての観光を、J.Urry「観光のまなざし」や S. Zukin

「Authenticity」などの議論から考察する 

⑪ 各自の研究調査に基づく報告会（１） 

⑫ 各自の研究調査に基づく報告会（２） 



 
 

事前･事後 
学習 

配布資料や参考文献、ノートを読み込んでおく。また、主なキーワードについ

て説明できるようにする。  

テキスト 特になし。 

参考文献 

河島伸子  『コンテンツ産業論－文化創造の経済・法・マネジメン

ト－』 (ミネルヴァ書房、2009) 

河島伸子、生稲史彦編著  『変貌する日本のコンテンツ産業－創造

性と多様性の模索－』 (ミネルヴァ書房、2013) など。 

必要に応じて授業中に紹介する。授業のなかで関連資料を配布することもあ

る。  

成績評価 
の 基 準  

成績はプレゼンテーション（1 回：30％）と小テスト（2 回：30％）や授業へ

の参加度・積極性等（40％）による総合評価。  

履修上の注意

履修要件 特になし。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 「文化政策概論」を履修済みであることが望ましい 



 

授業科目名 舞台芸術入門 

担当教員 

杉山 至 

富田 大介 

李  知映 

河村 竜也 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第 1 クォーター 

講義内容 

舞台芸術作品をつくるに際して必要な事柄を、演出家や舞台監督の役割、舞台美

術の仕事、大道具備品の構成と管理、照明・音響の操作、作品の取り扱いや管理、

および劇場運営や広報、劇評等の意義に至るまで、一通り学び、舞台芸術全般に

ついて基礎的な知見と理解を得る。 

到達目標 
舞台芸術作品を巡る事柄について、危険の回避等も含めて、基本的なことを説明で

きる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンスと舞台スタッフワーク 1 

（舞台大道具、劇場機構について）（担当 杉山） 

2/ 舞台スタッフワーク 2（舞台照明の基本について）（担当 杉山） 

3/舞台芸術と鑑賞体験（ブラックボックス編）(担当 富田) 

4/舞台芸術と鑑賞体験（サイトスペシフィック編）(担当 富田) 

5/舞台芸術と鑑賞体験（祭り・フェスティバル編）(担当 富田) 

6/「劇場」とは何か(担当 李) 

7/劇場の現場から(担当 李) 

8/劇評の書き方(担当 李) 

9/演出家や舞台監督として戯曲を読み解く(担当 河村) 

10/演出家や舞台監督の立場で仕事を発注する、発注を請ける(担当 河村) 

11/演出家や舞台監督として稽古を進行する(担当 河村) 

12/舞台スタッフワーク 3（舞台音響の基本について）（担当 杉山）、 

最終レポート提出 

事前･事後 

学習 
パフォーミングアーツ概論」を受講していることが望ましい。 

テキスト 授業中に配布 

参考文献 『演技と演出』（講談社現代新書・平田オリザ） 

成績評価 

の 基 準 
授業への取り組み（50%）、プレゼンテーション(30%)、レポート（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 動きやすい格好で参加のこと 



授業科目名 演劇入門 

担当教員 平田 オリザ 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

  本講座は、文化人類学的な演劇の起源、西洋演劇史、日本演劇史など、歴史

的概観を縦軸に、現在の戯曲論と演出論、演技論、舞台制作論を横軸において、

立体的に演劇の実践と演劇論の全体像をつかむ構成となっている。 

  パフォーミングアーツを専門とする学生の入門という位置づけを鑑み、「人

はなぜ演じるのか」「なぜ、人類は演劇を必要としてきたのか」といった根源

的な問いかけから出発し、現状の世界演劇の俯瞰図、およびその体系を把握す

ることを最終目標とする。 

  また、特に、近代日本演劇史に重点を置き、主要な演出家の演出論と演技論
の分析から、演劇を批評的に見る態度を習得させる。 

到達目標 

・受講した学生は、世界と日本の演劇史の基本的な知識を身につけ、その起源

から現代に至る過程を系統立てて語る能力を身につける。 

・受講した学生は、観劇において、単なる表層的な感想を持つだけでなく、歴

史的な位置づけによる分析が行えるようになる。 

・受講した学生は、グループワークを通じて、演劇について多角的に議論をす

る態度を身につける。 

・人類史における演劇の役割を理解する。 

授業計画 

1．演劇の起源 

  世界と日本の演劇の起源について、その概観を学ぶ。 

  並行して課題図書を紹介し、個人研究の課題を説明する。 

 

2. 西洋演劇史 

  ギリシャ悲劇からシェイクスピア、チェーホフ、現代演劇に至るまでの概観

を示し、グループワークに入る。 

 

3. グループ発表 1 

    担当する演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

4. グループ発表 2 

    担当する演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

5. 日本演劇史 

   歌舞伎、能、狂言、文楽と行った古典芸能から、近代日本演劇そして現代

演劇へと至る過程を示し、グループワークに入る。 



 

 

6. グループ発表 1 

    担当する日本の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

7. グループ発表 2 

    担当する日本の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

8. 現代演劇論 

    現状観劇可能な現代演劇の主な作家をとりあげ概要を把握しグループワ

ークに入る。 

 

9. グループ発表 1 

    担当する現代の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

10. グループ発表 2 

    担当する現代の演出家、劇作家について作品の概要と演劇観を発表する。 

 

11. 課題発表 1 

    学期を通じて行ってきた個人研究の発表と討議 

 

12, 課題発表 2 

    学期を通じて行ってきた個人研究の発表と討議 

事前･事後 
学習 

各回、個人、グループ対象の課題が出されるので、次回の講義までに準備をし

てくること。 

グループワークが多く取り入れられるので、事前事後に時間を調整し課題に取

り組むこと。 

テキスト 授業ごとに配布 

参考文献 平田オリザ『演劇のことば』（岩波書店） 

成績評価 
の 基 準  

グループワークでの相互評価 30％  授業への発言・貢献 30％  レ

ポート 40％ 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 空間デザイン入門 

担当教員 杉山 至 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

舞台芸術のみならず日常から祝祭までを視野にいれた空間デザインの基礎知

識を得ると共に授業内で扱うテーマについてのグループディスカッションや

グループワークと授業外学習を通して、空間デザインの構想方法と他者とのコ

ラボレーションの方法を習得する。 

コミュニケーションをキーワードに建築や舞台美術、グラフィックデザインや

ランドスケープデザイン等まで、幅広く空間デザインについての構想と実際に

ついてスライドレクチャーを通して学習していく。 

また、授業で扱うテーマについての授業外学習やグループワークにより、他者

とのコミュニケーション、イメージを共有するという体験により、対話の芸術

である舞台芸術の特性と魅力に触れる。 

到達目標 

1空間をデザインする上で基本的なアイデアを構想できる。 

2また、空間デザインの目的、意義、役割を具体的に説明し空間デザインを通

して、他者とのコラボレーションができる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンスと空間デザインについてのグループワーク 

2/SL1『空間とは？』とグループワーク課題 1-1 

3/SL2『コミュニケーションと空間デザイン 1』とグループ課題 1-2 

4/SL3『コミュニケーションと空間デザイン 2』とグループ課題 1-3 

5/グループ課題１の発表と講評 

6/SL4『日本の空間の発想 1』とグループ課題 2-1 

7/SL5『日本の空間の発想 2』とグループ課題 2-2 

8/グループ課題 2 の発表と講評 

9/SL『祝祭の空間デザイン 1』とグループ課題 3-1 

10/SL『祝祭の空間デザイン 2』とグループ課題 3-2 

11S/L『祝祭の空間デザイン 3』とグループ課題 3-3 

12/グループ課題 3の発表と講評ならびに授業フィードバック、レポート提出 

事前･事後 

学習 
授業毎に扱うテーマに沿った宿題がでる 

テキスト スライドレクチャーに沿った内容のテキストを各授業毎に配布 

参考文献 
なにもない空間 (晶文選書) 、ピーター・ブルック 

間(ま)・日本建築の意匠 (SD 選書) 、神代雄一郎 



 

 

 

 

 

 

 

 

成績評価 

の 基 準  

授業への取り組み（50%）、グループワークプレゼンテーション(30%)、レポー

ト（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 スケッチブック、筆記具等準備のこと 



      
授業科目名 演劇教育入門 

担当教員 

平田 知之 

石井 路子 

飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

演劇教育には、演劇そのものの教育（芸術の教養として、専門家養成とし

て）と、演劇を活用した教育がある。本授業では、主に後者について、演劇

が教育とどのように結びついているのか、わが国の教育実践例を中心的に体

験的に理解する。 

到達目標 

・現代の種々の教育現場で、演劇がどのように取り入れられているのかを、

体験的に理解する。 

・演劇的なものの見方、考え方が、教育にどのように有効なのかを、言語や

身体を用いて、実践的に説明できるようになる。 

・学校だけでなく、観光、医療、介護の現場など、さまざまな場所で演劇を

活用できる応用力を身につける 

授業計画 

第 1 回 オリエンテーション 演劇が活用される教育現場とは（三名） 

第 2 回 教育改革の動向と演劇教育（平田） 

第 3 回 児童演劇の現場（飛田） 

第 4 回 学校現場と演劇（１）  他者を想像できる身体作りのために(石井) 

第 5 回 学校現場と演劇（２） 自分と向き合うために（石井） 

第 6 回 学校現場と演劇（３） 他者と協働するために（石井） 

第 7 回 教科の学習で活用する演劇（平田） 

第 8 回 非認知能力を高めるために活用する演劇（平田） 

第 9 回 開発教育と演劇（飛田） 

第 10回 異文化理解教育と演劇（飛田） 

第 11回 持続可能性教育と演劇（飛田） 

第 12回 まとめ 演劇を活用した教育の可能性（三名） 

事前･事後 

学習 

講義で毎回配布されるテキストを事前に読んでくる 

講義の指示に従い、小レポートを作成する 

テキスト 各回の授業において資料を配付する 

参考文献 高校生が生きやすくなるための演劇教育（いしい,2017,立東舎） 

成績評価 

の基準 

平常点（ディスカッションやプレゼンテーションへの参加）60%  

レポート 40％ 

履修上の注意

履修要件 
      

実践的教育 該当しない。 

備考欄       

 



 

授業科目名 演技論 

担当教員 
山内 健司 
木田 真理子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 

演技をめぐる言葉と向き合う。創作現場で、表現者個々のうちに、どんな言葉
があるのかを知り、それらの言葉が、それぞれの歴史や文化をふまえた豊かさ
をもつ、多様なものであることを知る。表現者のうちにある言葉、観客・批評
家・研究者によって語られる言葉、異ジャンルの舞台で語られる言葉、異文化
の舞台で語られる言葉、過去の時代に語られた言葉、などに触れ、それらの言
葉に触発され、自身の言葉を鍛え、敬意をもって他者と関わっていく第一歩と
する。対話における他者への敬意を、演技論の視座から学ぶ。 

到達目標 
1.演技をめぐる言葉の、豊かさと多様性を述べることができる。 
2.演技論について、他者と対話することができる。 
3.演技をめぐる言葉を通して、他者に敬意をもつことができる。 

授業計画 

1. 戯曲と演技の間にある言葉（山内①） 

2. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 1：現代口語演劇の取り組み（山内②） 

3. 翻訳された言葉と演技：チェーホフ（山内③） 

4. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 2：日本戦後演劇史より、杉村春子 

（山内④） 

5. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 3：日本戦後演劇史より、安部公房ス

タジオ、篠崎メソッド（山内⑤） 

6. 日本の戯曲と演技論をセットで読む 4：詩の言葉と身体（山内⑥） 

7. 海外の演技論：メソッド演技（山内⑦） 

8. 海外の演技論：フランス近代演劇（山内⑧） 

9. 演技についての言葉と演技者（山内⑨） 

10. 没入する演技と冷静な演技（木田①） 

11. 解釈と演技－解釈の仕方で演技がどう変化するか考える（木田②） 

12. メッセージとして伝わる動きを考える－同じ動きをつかってメッセージ

を変化させる（木田③） 

事前･事後 
学習 

・講義中で部分的に取り扱う戯曲、演劇論、演技論のテキストについては、そ

の全体像にふれるよう努めること 

テキスト 各講義中に配布する。 

参考文献 ・各回の実習において参考資料を配付する。 
・参考文献等を適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準  

・授業時間内での発言・姿勢（50%） 
・レポート（50%） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄  



授業科目名 身体表現論 

担当教員 
富田 大介 
児玉 北斗 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第３クォーター 

講義内容 
この授業の目的は、「地球上にはいろいろな体の表現があることを知る」にあ
る。内容は主に、映像や写真、書物などに表象・記述される種々の身体表現を
紹介し、考察しながら学ぶものとなる。  

到達目標 自分や他人や諸々の存在の体の可能性について考え、それを具体例を交えなが
ら、人に伝えることができる。 

授業計画 

初回にオリエンテーションを行い、その時に受講者の関心や要望を聞く。 

大きくは次のような課題を用意している。 

０１：オリエンテーション（身体表現についての疑問）【富田】 

０２：身体表現と生命・自然・宇宙【富田】 

０３：身体表現と芸術・文化・環境【富田】 

０４：身体表現と生存・障害・生活【富田】 

０５：復習と理解度チェック（授業内試験）【富田】 

０６：テストの講評と解説、質疑応答、身体表現と映像について【富田】 

０７：パフォーマティヴィティとアイデンティティ【児玉】 

０８：パフォーマンスとドラマツゥルギー【児玉】 

０９：行為主体性と振付【児玉】 

１０：舞踊と労働【児玉】 

１１：復習と理解度チェック（授業内試験）【児玉】 

１２：試験の講評と解説、質疑応答、身体と表現について【児玉】 

事前･事後 
学習 

人間や動植物また鉱物など（の体）が、変色を含めて、どう動いているかある

いは動かされているか、またそれによってどう周囲が反応しているかを観察し

てみること。そしてその動きや反応に対する言葉（使い）を耕すよう、努めて

みること（事前・事後学習として週 2 時間程度）  

テキスト 特に指定しない 

参考文献 富田大介編著『身体感覚の旅』（大阪大学出版会、2017 年）ほか、適宜紹介す

る 

成績評価 
の 基 準  

平常点 40%：毎回の授業中の様子や発言、およびリアクションペーパーの質

をもとに判定（担当者 20%ずつ） 

平常試験 60%： 授業内試験（担当者 30%ずつ） 



 

履修上の注意

履修要件 
「パフォーミングアーツ概論」を履修していることが望ましい 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
この授業は富田と児玉の教員 2 名によるオムニバスタイプのものになる 
（前半の６回が富田、後半の６回が児玉） 



 

授業科目名 舞台芸術論 

担当教員 

熊倉 敬聡 
児玉 北斗 
李 知映 

 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

 舞台芸術論では、主に舞台を用いた各種の表現行為と観客との相互関係（五
感を通じたコミュニケーション）、そして野外劇も含めて劇場空間からそのつ
ど生起する非（・超・反）日常的経験、さらにはそれによる知覚の刷新や世界
認識の変容について、担当教員たちが演劇、バレエ、前衛的身体表現などの領
域にわたりジャンル横断的に論じる。また、劇場空間と政治性、特に文化政策
や植民地主義との関係について、そしてその空間で表現行為を行う者と観客を
めぐる権力関係とそこからの逸脱の可能性について、国内外の多様な事例と理
論を交えて探究する。 

到達目標 

・学生たちは、自らが何らかの形で今後舞台芸術に関わる際、それが行われる
時空間が単に政治的にニュートラルな場ではなく、そこに多様な権力関係とそ
こからの逸脱の可能性を孕む場であることを絶えず自覚しながら、各々の現場
に関わることができる。 
・そして、学生は、その舞台芸術の政治性が、時代や国により、またジャンル
により、いかに異なるかあるいは共通するかを、比較しながら学ぶことができ
る。 

授業計画 

１.舞台芸術と政治性（熊倉・児玉・李） 

２.ダンスと空間／時間／身体／言語 (児玉) 

３.コレオグラフィー＝ダンスを書く（児玉） 

４.ダンスと「芸術」の微妙な関係（児玉） 

５.現代の身体：テクノロジーとダンスをめぐって(児玉） 

６.日本における演劇と社会－「近代化」の彼方へ（李） 

７.劇場と専属団体の関係性（李） 

８.韓国における脱植民主義と演劇（李） 

９.国際交流と舞台芸術（李） 

10.身体をめぐる権力関係と脱芸術の可能性（熊倉） 

11.劇場外の〈場〉づくりの可能性（熊倉） 

12.Art と Act の往還による新たな文化的・政治的創造（熊倉） 

事前･事後 
学習 

・毎回、授業の開始時に前回の授業内容についての振り返りを行うので、事前

に復習しておくこと。 
・毎回の授業後、授業中に紹介した参考文献・資料等について自主的に学習す

ること。 
テキスト 授業中に適宜配布する。 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
の 基 準 

各担当者最終回終了後提出する小レポート（50％）および最終レポート（50％）

により評価する。 
履修上の注意

履修要件 特になし 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 舞台美術論 

担当教員 杉山  至 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

この授業の目的は国内外の舞台芸術について舞台美術・セノグラフィーの観点から

の知見と理解と構想力を得ることである。 

授業はスライドレクチャーを軸に一部アクティブラーニングを取り入れて行う。 

世界的な舞台芸術の潮流について、特にヨーロッパ、日本の舞台美術の歴史を軸

に概観し、舞台芸術の表象について学ぶ。また、舞台美術の発想と舞台空間の基

本的なプランニングについて、環境、空間、建築、照明、音響等の関わりを含め学

ぶ。 

アクティブラーニングを取り入れた授業内実習の前半は、『共感覚』をキーワードに

音や言葉と空間の関わりを軸にホワイトモデル（白模型）の製作を行う。後半は『原

風景』をキーワードに上演を前提とした舞台美術のプランニングと構想までをグルー

プワークで行う。 

到達目標 

1.舞台美術の変遷を上演芸術の歴史との関係から説明することができる。 

2.舞台芸術の空間のイメージを模型やスライド、図面、イラストなどを用いて、具体的

に人に伝えることができる。 

授業計画 

1/授業概要説明ガイダンス、 

SL1『舞台美術論 舞台美術（セノグラフィー ）とは？』 

AL1-1『ホワイトモデルの構想と製作 1』（音と空間） 

2/SL2『舞台美術の世界 1 （古代ギリシャ〜古代ローマ）』 

AL1-2『ホワイトモデルの構想と製作 2』（音と空間） 

3/SL3『舞台美術の世界 2（中世〜ルネサンス）』 

AL1-3『ホワイトモデルの構想と製作 3』（音と空間） 

4/SL4『舞台美術の世界 3（シェークスピアの空間〜バロック）AL1 の講評とまとめ 

5/SL5『舞台美術の世界 4（和の時間・空間〜能、歌舞伎から 2.5 次元まで） 

6AL2-1 継続課題『原風景からの発想 1』（スケッッチ 1） 

7/SL6『舞台美術の世界 5（近代〜現代）』 

AL2-2 継続課題『原風景からの発想 2』（スケッッチ 2） 

8/SL７『セノグラフィック シンキング 1』（観るということ） 

AL2-3 継続課題『原風景からの発想 3』（言語化） 

9/SL8『セノグラフィック シンキング 2』（スケールを巡って） 

AL2-4 継続課題『原風景からの発想 4』（模型作成） 

10/SL9『セノグラフィク シンキング 3（景と言葉の有様から） 

AL2-5 継続課題『原風景からパフォーマンス作品へ』（プランニング） 

11AL2-6『原風景からの発想』（物語と空間）（発表） 

12 AL2-7『原風景からの発想』（発表とフィードバック） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前･事後 

学習 
授業内で出たアクティブラーニングの課題についての宿題あり 

テキスト 各授業内でスライドレクチャーに沿った資料テキストを配布 

参考文献 

『Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the 

United States』 、2010,Oscar G.Brockett,Margaret Mitchell 

『劇場の構図』清水 裕之著、鹿島出版会、1985  

・『劇場/建築・文化史』S・ティドワース著、早稲田大学出版会、1986 

成績評価 

の 基 準 
授業への取り組み（50%）、プレゼンテーション(30%)、最終発表（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 
芸術文化分野の実務経験を持つ教員が、その実務経験を生かして教授すること

から、実践的教育に該当する。 

備考欄 模型製作のための文房具を揃えること（授業内で告知） 



授業科目名 パフォーミングキャリア英語 

担当教員 飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第１クォーター 

講義内容 

 本授業は、グループワークを伴う講義形式で実施される。まずは英語圏で演
劇やダンス活動をする際によく使用する、あるいは舞台美術をデザインする時
に必要となる基本的な英語のことば（演劇の専門用語）について学習する。し
かし、英語のことばを学ぶだけでは英語圏のアーティストと一緒に活動をして
いくことは難しい。そこで、次に、異文化理解を前提としながら、英語圏のア
ーティストがどのような演劇やダンスの体験を積んできているのか、また、彼
／彼女たちと舞台芸術活動の協働作業をしていく上で必須となるものの見方
や考え方、価値観、態度について検討していく。最後に、実際に英語を使用し
て舞台芸術活動を展開できるようになるために、受講生はグループに分かれ、
それまでに学んだ英語のことばやものの見方などをもとに、短編の演劇あるい
はダンスワークショップの英語進行台本を作成し、発表する。もしくは、自分
が上演してみたいと考える演劇作品の演出案や、自分が手がけてみたいと思う
舞台作品の装置や衣裳のデザイン案などを英語でプレゼンする。 

到達目標 

・ 極度な不安を抱くことなく、英語で行われる演劇やダンス活動に参加する
ことができる。 

・ 英語を使用して海外や外国ルーツのアーティストと協働作業することが
できる。 

・ 海外や外国ルーツのアーティストと演劇やダンス活動をするにあたり、自
分たちのものの見方や考え方、価値観、態度について再考するとともに、
彼／彼女たちのものの見方や考え方、価値観、態度について理解を深め、
尊重することができる。 

・ 英語を使用して演劇やダンス活動を設計し、ファシリテーションを実施す
ることができる。 

・ 英語を使用して自分が上演してみたいと考える演劇作品の演出案や、自分
が手がけてみたいと思う舞台作品の装置や衣裳のデザイン案などを説明
することができる。 

授業計画 

1. オリエンテーション  

 グローバル人材育成とキャリア英語 

2. 舞台機構、音響、照明などに関する英語の専門用語 

3. 代表的な演劇およびダンスのエクササイズやゲームの英語の名称と活動

内容、方法 

4. 稽古場や舞台上で用いられる英語のことば 

5. 英語圏の学生が有する演劇やダンスに関する基礎知識と技術 

 GCSE および A レベルの演劇およびダンスコースの分析を通して 

6. 英語圏の舞台芸術の社会的使命と役割 

7. 英語圏のアーティストの舞台創作のプロセスの特徴 

 舞台創作と民主主義 

8. 英語の戯曲の読み方 

 シェイクスピアの戯曲と演出 

9. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（１） 

 グループに分かれて活動内容を設計 

10. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（２） 



 演劇／ダンスワークショップ実施にあたっての英語進行台本を作成 

11. 英語で演劇／ダンスワークショップを設計する（３）   

 発表 

12. まとめ 

事前･事後 

学習 

事前に次回の授業のテーマに関係する課題を出すので、予習をしてくること。

なお、第９〜11 回のプレゼンテーションの準備に向け、グループワークが始

まると、次の授業までの間に各グループが集まって打ち合わせをすることが必

要となるので、お互いに協力し、しっかりとスケジュール管理をして進めるこ

と。授業後はその授業で取り扱った英語の単語を暗記しておくこと。また、配

布したプリントや参考資料を用いて授業内容を復習すること。 

テキスト 各回の授業において資料を配付する。 

参考文献 

岡崎正男（2014）『英語の構造からみる英詩のすがた ―文法・リズム・押韻 ―』

開拓社 

公益財団法人 全国公立文化施設協会（2019）『劇場・音楽堂等 子どものため

のプログラム企画ハンドブック』 

斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司（2016）『「グロー

バル人材育成」の英語教育を問う』ひつじ書房 

中山夏織（2003）『演劇と社会 英国演劇社会史』美学出版 

飛田勘文（2013）「ネクスト・ジェネレーション・ネットワーク：心の繋がり

のあるグローバル・コミュニティーの創造を目指して」『児童・青少年演

劇ジャーナル げき』（11）, 晩成書房, pp.18-22. 

松岡和子（2016）『深読みシェイクスピア』新潮社 

Boal, A. (2002). Games for Actors and Non-actors (2nd ed.). London: 
Routledge. 

Dobson, W., & Neelands, J. (2008). Advanced Drama and Theatre studies 
(2nd ed.). London: Hodder Education. 

Gould, M., and Beattie, R., (2020) Collins Cambridge IGCE(TM) Drama 
Student’s Book (2nd ed) Collins Publishers. 

Hodge, A. (Ed.) (2010). Actor Training (2nd ed.). London: Routledge. 
Jones, M., & Cleaves, P. (2016). Edexcel GCSE (9-1) Drama. London:  

Pearson Education Limited. 
Neelands, J., & Goode, T. (2015). Structuring Drama Work (3rd ed.). 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Shewring, S. (2020) AQA GCSE Drama Designing Drama Lighting, Sound, 

Set, Costume & Puppet Design, Illuminate Publishing. 
Sttf, O. S. (Ed.) (1995) New Theatre Words. OISTAT. 
  https://theatrewords.com/    

成績評価 

の 基 準 

リアクション・ペーパーと定期試験を通して、演劇やダンス活動をする上で必

要な英語のことば（専門用語）や態度などが身についているかを確認していく。

しなしながら、本講義の到達目標の中で最も重視しているのは、最終的に、受

講者が英語で演劇やダンス活動のファシリテーションをすることができるな

ることである。あるいは、英語で演出案やデザイン案を発表できるようになる

ことである。したがって、演劇ワークショップあるいはダンスワークショップ

の英語進行台本の作成とプレゼン、もしくは英語の演出案／舞台装置のデザイ

ン案の作成とプレゼンによって、受講生の舞台芸術分野における英語の技能が

十分に身についたかを評価していく。 

 

授業参加度とリアクション・ペーパー（50%） 

英語進行台本／英語の演出案・舞台装置のデザイン案とプレゼン（30%） 



 

定期試験（20%） 

履修上の注意

履修要件 
 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
第９回と第 10 回のプレゼンテーションの準備については準備に時間がかかる
ため、授業の順番を入れ替え、時期を早めて実施する可能性がある。 



 

授業科目名 演劇教育論 

担当教員 

平田 知之 

石井 路子 

飛田 勘文 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

演劇を活用した教育を支える理論と実践について、最新の動向を実践的に学

ぶととともに、文献を活用して、通時的、共時的な理解を深め、エビデンス

に基づいたワークショップの企画提案する力を身につける。 

到達目標 

・演劇を活用した教育が、どのような理論の積み重ねの上に成り立っている

のかを通時的に理解する。 

・演劇を活用した教育の意義を、エビデンスをもとに説明できるようにな

る。 

・理論に支えられた、演劇を活用した教育の企画を、現場に合わせて提案で

きるようになる 

授業計画 

第 1 回 オリエンテーション 社会構成主義と演劇教育（平田） 

第 2 回 アメリカのドラマ教育、クリエイティブ・ドラマ(飛田） 

第 3 回 イギリスのドラマ教育 Drama in Education（飛田） 

第 4 回 ブレヒトの教育劇（飛田） 

第 5 回 非抑圧者の演劇（飛田） 

第 6 回 新教育と学校劇運動（平田） 

第 7 回 戦後の学校演劇 特別活動、部活動、総合的学習（平田） 

第 8 回 21 世紀の新学力観と演劇教育（平田） 

第 9 回 芸術家と協働した演劇教育の理論（石井） 

第 10回 芸術家と協働した演劇教育の企画（石井） 

第 11回 芸術家と協働した演劇教育の評価（石井） 

第 12回 まとめと振り返り（三名） 

事前･事後 

学習 

事前 デューイの著作を一冊、目を通しておく 

事後 各自の文献リストを毎回アップデートしてレポートする 

テキスト 
『ドラマ教育入門』（小林由利子 他、2010 図書文化） 

上記以外に、各回の授業において資料を配付する 

参考文献 

『学校と社会』（デューイ,1957,岩波文庫）『経験と教育』（同,2004,講談社

学術文庫） 

『非抑圧者の演劇』（アウグスト・ボアール,1984）ほか 

成績評価 

の基準 
平常点（ディスカッションや協同作業への参加）60% レポート 40％ 

履修上の注意

履修要件 
      

実践的教育 該当しない。 

備考欄       

 


