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概 要

近年、文化財・文化遺産については、人文科学系の知識のほかに、その分析・保存・活用に自然科学系の知識
が要求されている。
また、保存においては法的整備も望まれている。
ここでは、文化財学の初歩から応用にわたって構成されている人文系学部開設科目と自然系学部開設科目を活

用し、文理融合による学際的な文化財科学の理解と知識を高めるプログラムを提供する。

ね ら い 文化財保存・保護に関する基礎的事項を理解し、博物館学芸員などの文化財に関わる専門職に必要となる知識
や技術について学ぶ。

到達目標

１．文化財についての総合的な理解を図り、その保存・活用の方策を考えるこ
とができる。

２．博物館学芸員に必要な、基本的かつ専門的知識・技能をふまえて、文化財
の保存・活用に関わる作業をすることができる。

３．博物館の意義・業務に関して基本的な説明をすることができる。
４．文化財保護全般に対して基本的な説明をすることができる。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・コア科目から、必修科目（属性区分「Ｒ」）を含む「12単位」以上を修得していること。
・�コア科目、関連科目にかかわらず、属性区分「Ａ」、「Ｂ」の科目から、それぞれ「１科目」以上を修得してい
ること。

・最終年次に、所定のレポートを提出して合格すること。

プログラ
ムの紹介

本プログラムを受講することによって、博物館資料や埋蔵文化財など、あらゆる文化財に関わる専門職として
の知識や技術について理解を深めることができる。また、博物館学芸員や埋蔵文化財担当者による講義で、現場
での経験に基づく文化財の「実際」について具体的な内容を知ることは、文化財に関連する専門職を目指す学生
にとって、貴重な機会となる。
現在、文化財は保存と活用という課題に対して、様々な学問分野による調査・研究および展示・公開による活

用が進められており、さらに地域の人々および社会の歴史を復元する手がかりとして後世に継承していくことが
文化財に関わる人々の役割となっている。文化財に対して適切な保存・活用の計画を立て、それを長期間にわ
たって実行するためには、地域住民はもとより、国民全体に文化財のあり方やその重要性を周知し、理解を得る
ことが必要となる。
本プログラムは、人類の様々な歴史と深く関わっており、文化財をとおして人間の歴史を学ぶことができるこ

とから、文化財に関わる職業を目指す学生はもとより、それ以外の学生にとっても生きていくうえで重要な知識
となることが期待できる。

「文化財学」

重要
本プログラムは、2019年度以降入学者（3年次編入生は
2020年度以降入学者）は認定の対象となりませんので、
ご注意ください。

平成30（2018）年度以前の入学者のみ
修了認定可能なプログラム
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属性区分　　Ｒ：必修科目／Ａ：人文科学系科目／Ｂ：自然科学系科目

分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア A 210H5134 博物館概論 2 第1学期 第1・2ターム 月5 講義 加賀谷　真梨 人文社会科学系（人文学部） 17 03

2 コア A 210H5429 博物館経営論 2 第2学期 第3・4ターム 水1 講義 飯島　康夫 人文社会科学系（人文学部） 17 04

3 コア A 210H5136 博物館情報・メディア論 2 第2学期 第3・4ターム 月1 講義 小野　博史 非常勤講師 17 03

4 コア A 210H5425 博物館資料論 2 第1学期 第1・2ターム 月1 講義 小野　博史 非常勤講師 17 04

5 コア A 210H5428 博物館資料保存論 2 第2学期 第3・4ターム 月5 講義 加賀谷　真梨 人文社会科学系（人文学部） 17 04

6 コア A 211H5917 考古学概説Ａ 2 第1学期 第1ターム 火・金2 講義 清水　香 人文社会科学系（人文学部） 31 03

7 コア A 休講 考古学概説Ｂ 2 講義 31 03

8 コア A 休講 日本原始社会論Ａ 2 講義 31 04

9 コア A 210H5419 日本原始社会論Ｂ 第2学期 第3・4ターム 水3 講義 白石　典之 人文社会科学系（人文学部） 31 04

10 コア A 210H5420 日本文化起源論Ａ 第1学期 第1・2ターム 金4 講義 森　貴教 超域学術院 31 04

11 コア A 休講 日本文化起源論Ｂ 2 講義 31 04

12 コア A 211H5920 民俗学概説Ａ 2 第1学期 第1ターム 火3・4 講義 飯島　康夫 人文社会科学系（人文学部） 33 03

13 コア A 休講 民俗学概説Ｂ 2 講義 33 03

14 コア A 210K1809 日本・東洋美術史 2 第2学期 第3・4ターム 木4 講義 大倉　宏 非常勤講師 13 04

15 コア A 210H5155 古文書学概説Ｂ 2 第2学期 第3・4ターム 火5 講義 原　直史 人文社会科学系（人文学部） 31 03

16 コア A 210H5427 ミュージアム論 2 第2学期 第3・4ターム 水3 講義 加賀谷　真梨 人文社会科学系（人文学部） 17 04

17 コア B 211T0441 日本建築史 2 第1学期 第1ターム 火・金4 講義 黒野　弘靖 自然科学系（工学部） 53 04

18 コア B 211T0436 都市デザイン論 2 第1学期 第1ターム 火・金4 講義 岡崎　篤行 自然科学系（工学部） 53 04

19 関連 A 210H5424 日本芸能文化論Ａ 第1学期 第1・2ターム 月1 講義 中本　真人 人文社会科学系（人文学部） 31 04

20 関連 A 休講 日本芸能文化論Ｂ 2 講義 31 04

21 関連 A 210H5175 日本言語文化実習Ｃ 第1学期 第1・2ターム 火2 実習 高橋　早苗 人文社会科学系（人文学部） 29 13

22 関連 A 210H5176 日本言語文化実習Ｄ 1 第2学期 第3・4ターム 水2 実習 廣部　俊也 人文社会科学系（人文学部） 29 13

23 関連 A 210K1857 美術史概論 2 第1学期 第1・2ターム 火2 講義 田中　咲子 人文社会科学系（教育学部） 13 04

24 関連 A 休講 日本・東洋美術の展開 2 講義 13 04

25 関連 A 休講 文化経済学 2 講義 36 05

26 関連 B 213G6510 地学Ｅ（地球理解の諸相） 1 第2学期 第3ターム 火4 講義 栗田　裕司 自然科学系（理学部） 44 03

27 関連 B 212T0434 都市計画学Ⅰ 2 第1学期 第2ターム 火・金4 講義 岡崎　篤行 自然科学系（工学部） 53 03

28 関連 B 214T0435 都市計画学Ⅱ 2 第2学期 第4ターム 火・金4 講義 岡崎　篤行 自然科学系（工学部） 53 04

「文化財学」
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）
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