
令和３（2021）年度
【学芸員課程】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U920100101 生涯学習概論　（学芸員）
学芸員資格取得のための生涯学

習入門
2 第１学期 望月　厚志 注1）

U920100102 生涯学習概論　（学芸員）
学芸員資格取得のための生涯学

習入門
2 第２学期 望月　厚志 注1）

U920101101 博物館概論　（学芸員） 2 第１学期 岩崎　均史 注1）

U920101102 博物館概論　（学芸員） 2 第１学期 池田　宏 注1）

U920102101 博物館経営論　（学芸員） 2 第２学期 岩崎　均史 注1）

U920102102 博物館経営論　（学芸員） 博物館の運営・収支とは 2 第２学期 森谷　美保 注1）

U920103101 博物館資料論　（学芸員） 2 第１学期 我妻　直美 注1）

U920103102 博物館資料論　（学芸員） 2 第２学期 我妻　直美 注1）

U920104101 博物館資料保存論　（学芸員） “残す”・“保つ”の多面性 2 第１学期 長佐古　真也 注1）

U920104102 博物館資料保存論　（学芸員） 2 第２学期 荒木　臣紀 注1）

U920105101 博物館展示論　（学芸員） 2 第１学期 池田　宏 注1）

U920105102 博物館展示論　（学芸員） 2 第２学期 池田　宏 注1）

U920106101 博物館情報・メディア論　（学芸員） 2 第１学期 森谷　美保 注1）

U920106102 博物館情報・メディア論　（学芸員） 2 第２学期 荒川　正明 注1）

U920107101 博物館教育論　（学芸員） 博物館と人をつなぐもの 2 第１学期 山本　雅美 注1）

U920107102 博物館教育論　（学芸員） 博物館と人をつなぐもの 2 第２学期 山本　雅美 注1）

鎮西　芳美 第１学期

坪内　雅美 第２学期

U920108102 博物館実習　（学芸員） 3 通年 田中　潤

柳沼　千枝 第１学期

武子　裕美 第２学期

谷嶋　美和乃 第１学期

池田　宏 第２学期

U920108105 博物館実習　（学芸員） 歴史系博物館活動の実務 3 通年 齋藤　慎一

U920108106 博物館実習　（学芸員） 歴史系博物館学芸員の基礎知識 3 通年 渋谷　葉子

U920200101 文化史特殊講義　（学芸員） アジアの宗教と美術 4 通年 吉田　典代

U920201101 資・史料整理法　（学芸員） 4 通年 田中　潤

U920202101 考古学 ―考古学を理解する― 4 通年 山本　孝司

U920203101 民俗学特殊講義　（学芸員） 自らの内にある民俗を見つめる 4 通年 長佐古　真也

M3A0300101 ◆日本東洋美術史特殊研究（学部：美術
史講義）（大学院）

日本陶磁の文化史（造形と文様

を巡って）
4 通年 荒川　正明 注2）

M3A0300102 ◆日本東洋美術史特殊研究（学部：美術
史講義）（大学院）

日本美術に馴染む 4 通年 島尾　新 注2）

M3A0301101 ◆西洋美術史特殊研究（学部：美術史講
義）（大学院）

フランス近代美術史のヒストリ

オグラフィー（2）
4 通年 吉田　紀子 注2）

M3A0301102 ◆西洋美術史特殊研究（学部：美術史講
義）（大学院）

15−17世紀ネーデルラント美

術・オランダ美術のあゆみ
4 通年 廣川　暁生 注2）

M3A0301103 ◆西洋美術史特殊研究（学部：美術史講
義）（大学院）

イタリア・ルネサンス絵画にお

ける物語表現
4 通年 京谷　啓徳 注2）

U310303101 美術史講義 中国陶磁史 4 通年 佐藤　サアラ 注3）

U310303102 美術史講義
日本近代美術史―絵画を中心に

―
4 通年 三戸　信惠 注3）

U310303103 美術史講義 20世紀の美術 4 通年 大島　徹也 注3）

U310303104 美術史講義
近代西洋美術とアジア：ジャポ

ニスムからアジアニズムへ
4 通年 藤原　貞朗 注3）

U310303105 美術史講義
日本美術における制作と享受の

諸相
4 通年 成原　有貴 注3）

通年3博物館・美術館の活動博物館実習　（学芸員）U920108104

U920108101 博物館実習　（学芸員） 3 通年

U920108103 博物館実習　（学芸員） 歴史系博物館の実務 3 通年
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U310302101 美術史講義 日本近代洋画の複線性 2 第１学期 山梨　絵美子 注3）

U310302102 美術史講義 見なお史「近代日本絵画」 2 第２学期 野地　耕一郎 注3）

U310302103 美術史講義
江戸時代絵画における形態の伝

承
2 第１学期 廣海　伸彦 注3）

U310302104 美術史講義 富士山の絵でたどる日本絵画史 2 集中（第１学期） 山下　善也 注3）

U3103031Z1 ◇美術史講義
日本陶磁の文化史（造形と文様

を巡って）
4 通年 荒川　正明 注3）

U3103031Z2 ◇美術史講義 日本美術に馴染む 4 通年 島尾　新 注3）

U3103031Z3 ◇美術史講義
フランス近代美術史のヒストリ

オグラフィー（2）
4 通年 吉田　紀子 注3）

U3103031Z4 ◇美術史講義
15−17世紀ネーデルラント美

術・オランダ美術のあゆみ
4 通年 廣川　暁生 注3）

U3103031Z5 ◇美術史講義
イタリア・ルネサンス絵画にお

ける物語表現
4 通年 京谷　啓徳 注3）

U400102101 地学概論Ⅰ 2 第１学期 巻出　健太郎 注4）

U410101101 力学基礎１　物１年 2 第１学期 西坂　崇之 注4）

U410103101 電磁気学１　物１年 2 第２学期 平野　琢也 注4）

U420108101 無機化学Ⅰ　化１年 無機化学における基本概念 2 第１学期 糀谷　浩 注4）

U420109101 無機化学Ⅱ　化１年 2 第２学期 鈴木　敏弘 注4）

U420111101 有機化学概論Ⅰ　化１年 有機化学の基礎を固める 2 第１学期 狩野　直和 注4）

U420112101 有機化学概論Ⅱ　化１年 有機化学の基礎を固める 2 第２学期 秋山　隆彦 注4）

U440104101 生化学１　生１年 生命に関わる分子と化学反応 2 第１学期 菱田　卓 注4）

U440105101 生化学２　生１年 2 第２学期 小島　修一 注4）

U440110101 動物科学　生１年 動物における生物科学の基礎 2 第２学期 安達　卓 注4）

U440111101 植物科学　生１年 2 第２学期 清末　知宏 注4）

注1）同一科目名の授業は、同一年度に重複履修できない。

注2）「◆日本東洋美術史特殊研究」「◆西洋美術史特殊研究」は「美術史講義」と同様の取扱いになる。

注3）文学部哲学科授業科目。

注4）理学部授業科目。
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