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日本文化政策学会 第２回年次研究大会 

２００８年１２月６日（土）～７日（日） 

帝塚山大学 学園前校舎 

＜スケジュール＞ 

12月6日(土) 
12:30～ 受付開始 
13:00～15:00 分科会 
 １．文化政策の比較研究  ２．国際関係 
 ３．日本の文化政策史  ４．創造都市／アートＮＰＯ 
15:10～15:20 開会挨拶  オリエンテーション 
15:20～16:40 講 演 「グローバリゼーションとヨーロッパ文化政策」 
16:50～18:30 パネルディスカッション「歴史・文化資源と文化政策」 
18:45～20:15 懇親会（食堂） 
 

12月7日(日) 
9:00～  受付開始 
9:30～11:30 分科会 
 ５．情報・文化政策  ６．自治体文化政策 
 ７．文化財・文化資源  ８．芸術表現と社会 
11:30～12:30 理事会（役員のみ） 
11:30～13:00 昼 食 
11:30～13:30 若手ポスターセッション（コアタイム）12:00～13:00 
13:00～13:30 総 会 
13:30～15:30 ラウンドテーブル 
 ｢行財政改革と自治体文化政策～政策対象としての“文化”概念を問う～｣ 
15:30～15:35 閉会挨拶 

会 場 帝塚山大学 学園前校舎（16号館） 懇親会（食堂）  
     近鉄奈良線「学園前」下車 南出口 徒歩１分 

     地下鉄各線･近鉄なんばから近鉄奈良線快速急行25分 新大阪から 地下鉄御堂筋線「なんば」経由50分 

     京都から 近鉄橿原線大和西大寺経由50分  神戸三宮から-ＪＲ大阪or阪急･阪神「梅田」経由80分 

           （会場に駐車場はありませんので、近鉄電車をご利用下さい） 

主 催 日本文化政策学会 
共 催 早稲田大学演劇博物館グローバルCOE「演劇・映像の国際的教育研究拠点」（講演） 
後 援 奈良県、奈良市、文化経済学会<日本>関西支部 日本アートマネジメント学会関西部会 
特別協力 帝塚山大学 
＜日本文化政策学会事務局＞ 
 e-mail : jacpr_office@yahoo.co.jp 
 静岡文化芸術大学文化政策学部 片山泰輔研究室内 
 〒430-8533静岡県浜松市中区中央2-1-1 
 電話：053-457-6186（研究室直通）  FAX：053-457-6132（学部事務室） 
  URL  http://home.att.ne.jp/gold/katayama/cp/cphome1.html 
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１２月６日（土）１３：００～１５：００ 分科会 （発表 25 分 質疑 15 分） 

分科会 １ 13:00～15:00 文化政策の比較研究 

座長：小林 真理（東京大学）         
 ①秋野 有紀(東京外国語大学大学院) 「アート・メディエイション」とは何か？ 

              －ドイツにおける文化的な生存を保障する為の手法の検討－ 

 討論者：阿部 栄(足利市民会館) 

 

 ②工藤 安代(国士館大学/アート＆ソサイエティ共宰) 

          米国と日本におけるパブリックアート政策の比較研究―政策制度を中心として― 

 討論者：原 久子(大阪電気通信大学) 

 

 ③黄  姍姍(東京大学大学院) EU文化政策と芸術家の移動について 

               ―Culture 2000 Programと芸術家の社会保障についての考察 

 討論者：原 久子(大阪電気通信大学) 

 

分科会 ２ 13:00～15:00 国際関係 

座長：川村 陶子（成蹊大学）         
 ①桶田 真理子(慶應義塾大学大学院) ブリティッシュ・カウンシル 

                                                  ―国際文化交流機関の理念と経営― 

 討論者：岡 眞理子(青山学院大学) 

 

 ②稲木 徹(中央大学大学院) 国内文化政策と国際法の関係 

 討論者：岡 眞理子(青山学院大学) 

 

 ③李  炅澤(筑波大学大学院) 日本における孔子学院事業のアクター構造分析 

 討論者：岡 眞理子(青山学院大学) 

 

分科会 ３ 13:00～15:00 日本の文化政策史 

座長：鈴木 滉二郎（静岡文化芸術大学）         
 ①武田 康孝(東京大学大学院) 戦前期日本における文化政策概念の形成に関する考察 

                ―「ナチス・ドイツの文化政策」はいかに紹介されたか 

 討論者：藤野 一夫(神戸大学) 

 

 ②柴田 葵(東京大学大学院) 東京オリンピック芸術展示にみる対外文化戦略 

 討論者：太下 義之(三菱UFJリサーチ＆コンサルティング) 

 

 ③山田 浩之(京都大学名誉教授) 戦後における京都市の文化政策 

                                                －都市政策との関連の中で 

 討論者：松本 茂章(県立高知女子大学) 
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分科会 ４ 13:00～15:00 創造都市／アートＮＰＯ 

座長：野田 邦弘（鳥取大学） 
 ①村上 英峻(九州大学大学院) 福岡市の界隈性と芸術文化振興事業 

                                                     および創造都市事業の展開 

 討論者：秋葉 美知子(活水女子大学) 

 

 ②山森 達也(静岡文化芸術大学大学院) 相模原市は創造都市になれるか 

                                     ―相模原市における創造都市ポテンシャルの評価― 

 討論者：秋葉 美知子(活水女子大学) 

 

 ③川井田 祥子(大阪市立大学大学院) 障害者の表現活動によるＱＯＬと自立の関係を問う 

                                     ～ポスト福祉国家における文化政策とは～ 

 討論者：伊藤 裕夫(富山大学) 

 

 

 

 

１２月６日（土）１５：２０～１６：４０ 講演 

 

講演「グローバリゼーションとヨーロッパ文化政策」 

 
 
 アンヌ＝マリー･オティシエ（パリ第８大学准教授） 
       （日仏逐次通訳つき） 
 
 
 
 
（略歴） 
パリ第八大学、ヨーロッパ研究所（Institut d’études européenes）准教授。同研究所マスター２（博士課程後期）

課程および職業人の教育と論文指導を担当。博士（社会学、パリ第五大学）。学位論文『フランス・キュルチュール：

文化的使命をもつラジオの役割と番組編成』。主要論文に、｢ヨーロッパの文化ネットワーク｣、｢文化的多様性の現場｣、

｢『多言語的』フランス語圏のために｣、｢EUにおける公平性の具体的問題点：文化的芸術的非営利団体の役割｣、｢EU
と文化｣、｢欧州統合と文化、波乱の道程への回帰(1970-2007)｣、主な著書に『文化のヨーロッパ：歴史と論点』世界

文化の家/アクト・スュッド出版2005年、『フェスティヴァルのヨーロッパ：ザグレブからエディンバラまで、交差す

る視点』（共著）Culture Europe International/Les editions de l’Attribut、2008年10月、『文化間対話、ヨーロッ

パにとっての論点とは？』（仮題、共著）Culture Europe International、2008年11月刊行定などがある。 
 
 
共催：早稲田大学演劇博物館グローバルCOE「演劇・映像の国際的教育研究拠点」 
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１２月６日（土）１６：５０～１８：３０ パネルディスカッション 

 

パネルディスカッション「歴史・文化資源と文化政策」 

 

＜趣旨＞ 

 近年、博物館等の統廃合や指定管理者制度の導入など「合理化」が続く一方、ユネスコの世

界文化遺産指定に向けての誘致合戦も盛んである。そうした状況をふまえつつ、そもそも「文

化財」とはいったい何なのか、それはどのような政策的意図のもとで誰によって文化財と認定

され、「保存」や「活用」がはかられているのか、またその方法論として文化財保護法や博物

館等の文化制度は有効なのか──当シンポジウムでは、これらの問題について文化政策的視点

から今後のあり方を問い直したい。 

 

・ 伊藤 裕夫（富山大学） （司会進行） 

・ 大熊 敏之（富山大学） 

・ 岸本 直文（大阪市立大学） 

 
 

１２月７日（日）９：３０～１１：３０ 分科会（発表 25 分 質疑 15 分） 

分科会 ５ 9:30～11:30  情報・文化政策 

座長：桧森 隆一（嘉悦大学） 
 ①勝村(松本)文子(京都大学大学院) 矢野桂司(立命館大学大学院) 
               地域文化デジタル化による地域文化創造の課題と可能性 
 討論者：河井 孝仁(東海大学) 
 
 ②藤田 朗(日建設計総合研究所) ガバナンス型地域情報発信事業における自治体文化政策の検討  
 討論者：河井 孝仁(東海大学) 
 
 ③本田 洋一(大阪府庁) 地域産業振興と芸術系大学の役割 
 討論者：河井 孝仁(東海大学) 
 

分科会 ６ 9:30～10:50  自治体文化政策 

座長：中川 幾郎（帝塚山大学）         
 ①中村 美帆(東京大学大学院) 戦後「市民参加」概念の変遷と文化行政 
 討論者：中川 幾郎(帝塚山大学) 
 
 ②水野真由美(岐阜県中津川市立第二中学校) 地方行政における文化の意味に関する一考察 
                                       ―1970年代文化行政論に見られる文化観の転換― 
 討論者：中川 幾郎(帝塚山大学) 
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分科会 ７ 9:30～11:30  文化財・文化資源 

座長：五島 朋子（鳥取大学）         
 ①李 成倫(九州大学大学院) 大牟田市における子どもへリテージングの意義と効果に関する研究 
 討論者：松本 茂章(県立高知女子大学) 
 
 ②李 俊(九州大学大学院) 地域固有資源を活かした市民参加型野外劇の評価に 関する研究 
                                     ～北九州市「紫川物語」アンケート分析を通して～ 
 討論者：松本 茂章(県立高知女子大学) 
 
 ③馬場 憲一(法政大学) 地域主権の視座に立った「文化財」の概念とその保護について 
                                         ―自治体文化財政策の新たな展開に向けて ― 
 討論者：井上 敏(桃山学院大学) 
 

分科会 ８ 9:30～11:30  芸術表現と社会 

座長：熊倉 純子（東京藝術大学）         
 ①李 粉善(九州大学大学院) インターフェースとしての「布」 
          ～ものへの還元と芸術の再創造を促した＜もの派＞による「布」観の提示～ 
 討論者：原 久子(大阪電気通信大学) 
 
 ②東 真理絵(九州大学大学院) アメリカにおける青少年参加型芸術活動The Bauen Camp に関 
                                する調査研究 ～2008年プログラムの参与調査を通して～ 
 討論者：原 久子(大阪電気通信大学) 
 
 ③山口 祥平(首都大学東京) 活動／参加の芸術 
                ――東京都現代美術館川俣正「通路」を中心として 
 討論者：原 久子(大阪電気通信大学) 
 

１２月７日（日）１３：３０～１５：３０ ラウンドテーブル 

｢行財政改革と自治体文化政策～政策対象としての“文化”概念を問う～｣ 

大阪府が打ち出した文化行政の見直し方針について、さまざまな議論が展開されています。ラウン

ドテーブルでは、文化施設や文化団体の幹部をゲストに招き、改めて経過報告や見解をうかがいま

す。これを踏まえて多彩な意見が飛び交う場にしたいと考えています。府文化振興条例の制定は何

だったのか、についても触れることになるでしょう。積極的にご発言ください。 
 
＜出席予定者＞ 
出野 徹之(大阪センチュリー交響楽団常務理事兼事務局長)、 
伊東 雄三(大阪府立上方演芸資料館館長)、音田昌子(大阪府立文化情報センター館長) 
片山 泰輔(静岡文化芸術大学准教授)、中川 幾郎(帝塚山大学教授)  ほか 
 
コーディネーター 松本 茂章(県立高知女子大学教授) 
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若手ポスターセッション 

 本研究大会では、文化政策を研究する若手の皆さんを対象に、若手ポスターセッションを設けま

す。研究成果(途中経過)、研究計画等を積極的に発信していただき、研究交流を深めていただくこ

とを目的としています。 

 
６日（土）１３：００以降掲示開始 
７日（日）１１：３０～１３：３０（１２：００～１３：００ コアタイム） 
 
＜参加者＞ 
阿久津 彩 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 地域ブランドを生かした観光デザイン -清水を活性化する観光とは- 
朝倉 由希 東京芸術大学大学院音楽研究科応用音楽学博士後期課程 
 公立文化施設（劇場・ホール）評価の現状・課題・展望 
稲木 徹・EU文化政策研究会（共同発表） 中央大学大学院法学研究科博士後期課程 
 欧州統合過程におけるEU文化政策プログラム 
石川 緋名子 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 文化芸術創造都市横浜－その新規性とは－ 
市川 雄太 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 マンガ産業の現状と課題（仮） 
大司 磨莉 九州大学大学院芸術工学研究院 
 ミュージアムと学校教育の相互補完プログラムに関する研究 
岡崎 るつ記 九州大学21世紀プログラム4年(芸術工学部芸術情報設計学科芸術文化論講座) 
 地方都市の生活文化に与えたミッションスクールの文化的影響 
     ―下関・梅光女学院の成立と展開を通して―」 
岡本 結香 神戸大学大学院 国際文化学研究科 博士前期課程 
 パブリックシアターの組織運営～アートマネジャーをとりまく「知識」を視点として～ 
川上 紗也加・小仲 美菜・重盛奈美子 県立高知女子大学 
   高知城・野外演劇プロジェクトによる地域活性化の試み―運営協力した学生の視点から― 
佐口 史華 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科4年 
 「まちづくり」にとっての「アートイベント」の有利性  
佐藤 李青・東京大学大学院 人文社会系研究科 文化資源学研究室 小金井プロジェクトグループ 
  小金井市芸術文化振興計画策定プロセスにおける市民参加と大学との連携の試み（仮） 
佐藤 良子 東京藝術大学大学院音楽研究科音楽専攻（応用音楽学）博士後期課程 
 文化施設における人材の育成方策に関する課題 
榛葉 玲 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 人がアートと出会うきっかけづくり～美術館の可能性～ 
鈴木 紗弥子・松井 理香 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修士課程 
 日本のポップカルチャーの海外を対象にした振興方法の分析  
鈴木 慶一 静岡文化芸術大学大学院文化政策研究科修士課程１年 
 我が国の美術館の鑑賞教育プログラム改革における人的・環境的課題について 
立花 知佳 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科4年 
 市民吹奏楽団の発表会における聴衆層について ～“内輪的”演奏会からの脱却～ 
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冨地 菜緒子 静岡文化芸術大学大学院文化政策研究科修士課程１年 
 歴史的建造物を生かした文化芸術活動拠点における地域社会活性化の可能性について―BankART１９２９（横浜）、

アートコンプレックス１９２８（京都）、鴨江別館１９２７（浜松）における文化形成の比較― 
中川 香織 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 芸術大学と地域とのかかわり、芸術大学の役割とは？ 
原口 侑子 県立高知女子大学 
 四国のお遍路道を生かした地域振興策 
谷地田 未緒 東京芸術大学大学院 音楽研究科 音楽文化学専攻 芸術環境創造分野修士課程２年 
 文化政策における「市民参加」再考  
  －札幌市におけるアートNPOの総体と演劇・美術分野でのケーススタディー 
山本 麻衣子 静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科３年 
 未来への投資－金沢の芸術文化政策の系譜－ 
吉田 隆之 京都大学公共政策大学院 修士課程/愛知県職員/チーム／アレグレ・セッション代表 
 ブラジル人の子どもたちへの芸術支援 
 
 

大会参加 申込方法 

 所定の参加申込フォームにご記入の上、電子メール、ＦＡＸ、郵便等で事務局までお申込みいた

だき、参加費をお振込みください。大会当日、会場にて参加費をお支払いいただくことも可能です

が、受付に時間がかかる場合があります旨あらかじめご了承ください。 
  電子メール送付先 e-mail : jacpr_office@yahoo.co.jp 
  郵送先 〒430-8533静岡県浜松市中区中央2-1-1  
      静岡文化芸術大学文化政策学部 片山泰輔研究室内 日本文化政策学会事務局 
          FAX：053-457-6132（学部事務室） 
 ※参加申込フォームは以下のサイトでダウンロードできます。 
    URL  http://home.att.ne.jp/gold/katayama/cp/cphome1.html 
  ※宿泊の手配は、各自でお願いします。 
    大会期間中２日間の緊急連絡先（9:00～17:00）  ０８０－５３５２－３２９２  
 

参加費：会員 1,000 円 非会員 3,000 円   懇親会費：5,000 円 (一般)  2,500 円 (学生) 

 
 ※お振込みの際は通信欄に金額の内訳をお示しいただきますようお願いいたします。 

口座番号（郵便振替） ００８２０－３－６６１９４ 日本文化政策学会 
   振込み期限：11月28日(金)（期限日以降は振り込まず、当日現金でお支払いください。） 

http://home.att.ne.jp/gold/katayama/cp/cphome1.html

