
【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、美術館が生き残るた
めには？

2 第２学期 小松　大秀 注１）

U920103101 博物館資料論　（学芸員） 2 第１学期 岩壁　義光 注１）

U920103102 博物館資料論　（学芸員） 2 第２学期 岩壁　義光 注１）

U920104101 博物館資料保存論　（学芸員） 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）
国内、海外の展示のノウハウを
学ぼう！

2 第１学期 小松　大秀 注１）

U920105102 博物館展示論　（学芸員）
国内、海外の展示のノウハウを
学ぼう！

2 第２学期 小松　大秀 注１）

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

U920106102 博物館情報・メディア論　（学芸員） 2 第２学期 森谷　美保 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

岩壁　義光 第２学期

柳澤　恵理子 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）
もしも、博物館・美術館に勤め
たら

3 通年 小松　大秀

U920108107 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

廣海　伸彦 第１学期

笠嶋　忠幸 集中（第２学期）

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

奥村　大介 第１学期

廣野　喜幸 第２学期

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

物語と景観 4 通年 佐野　みどり 注２）

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

4 通年 板倉　聖哲 注２）

M3A0301101
◆西洋美術史特殊研究（学部：美術史
講義）（大学院）

世紀転換期芸術の連環Ⅱ 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）

4 通年 廣川　暁生 注２）

水野　千依 注２）第１学期

京谷　啓徳 注２）第２学期

U310303101 美術史講義 日本彫刻史の諸問題 4 通年 岩佐　光晴 注３）

U310303102 美術史講義
日本を含む東アジア仏教美術
の図像学的解釈

4 通年 中野　照男 注３）

U310303103 美術史講義 20世紀初頭のヨーロッパ美術 4 通年 田中　正之 注３）

通年4ルネサンス美術の諸問題
◆西洋美術史特殊研究（学部：美術史
講義）（大学院）

M3A0301103

通年4文化史特殊講義　（学芸員）U920200101

通年4
文化或いは社会現象としての
科学

自然科学史（学芸員）U920204101

通年3歴史系博物館の実務博物館実習　（学芸員）U920108103

通年3博物館・美術館の活動博物館実習　（学芸員）U920108104

通年3博物館実習　（学芸員）U920108101

1 / 2 ページ



【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

U310303104 美術史講義 近世フランス美術 4 通年 小林　亜起子 注３）

U310303105 美術史講義 やきものに親しみ、そして学ぶ 4 通年 荒川　正明 注３）

U3103031Z1 ◇美術史講義 物語と景観 4 通年 佐野　みどり 注３）

U3103031Z2 ◇美術史講義 4 通年 板倉　聖哲 注３）

U3103031Z3 ◇美術史講義 世紀転換期芸術の連環Ⅱ 4 通年 吉田　紀子 注３）

U3103031Z4 ◇美術史講義 4 通年 廣川　暁生 注３）

水野　千依 注３）第１学期

京谷　啓徳 注３）第２学期

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 赤荻　正樹 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 草間　博之 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 狩野　直和 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。

U3103031Z5 ◇美術史講義 ルネサンス美術の諸問題 4 通年
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