
ー 15 ー

前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期
成績評価
テキスト
参考文献

授業以外の学習方法

その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

甲南大学

2 単位
40 名
前期 1 時限（10：50 ～ 12：20）金曜日（4 月 7 日～ 7 月 21 日）

林  健太（経済学部 経済学科 准教授）

出席、レポート、授業中の発表によって、総合評価を行う。
特になし
高橋光輝（2014）『コンテンツ産業論』（ボーンデジタル）ほか
日頃から新聞やウェブサイトに目を通し、経済や産業（特にコンテ
ンツ産業）の動向をチェックしておくこと。
特になし
コンテンツ産業における様々なケーススタディを通じて、コンテンツ
ビジネスの仕組みや著作権について解説する。またネットワーク経済
がどのような法則に基づいて動いているのかについても述べる。

  1. イントロダクション
  2. 情報財の経済的特性
  3. コンテンツビジネスの歴史と ICT 革命
  4. CGM とコンテンツビジネス
  5. 知的財産権と著作権
  6. コンテンツビジネス ① （音楽業界）
  7. コンテンツビジネス ② （放送業界）
  8. コンテンツビジネス ③ （映画業界）
  9. コンテンツビジネス ④ （ゲーム業界）
10. コンテンツビジネス ⑤ （出版業界）
11. コンテンツビジネス ⑥ （アミューズメント業界）
12. Google とクラウドコンピューティング
13. 無料の世界
14. フィンテック
15. まとめ

コンテンツビジネスの仕組みや著作権に関する知識が身につく。
ネットワーク経済の法則を説明できる。

コンテンツ産業論
Content Industries
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前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期

成績評価

テキスト

参考文献
授業以外の学習方法
その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

大手前大学

2 単位
40 名
前期 2 時限（13：20 ～ 14：50）金曜日（4 月 7 日～ 7 月 21 日）

平川 大作（建築＆芸術学部 建築＆芸術学科 教授）

出席、授業内での小レポート、学期末のまとめレポート（希望があ
れば授業内発表）を総合して成績判定をします。
授業で配布します。

必要に応じて授業中に紹介します。
使用戯曲テキストの予習・復習的な熟読
戯曲テキストをメインとしながら、可能な範囲で映像資料を併用します。
日本の現代劇として評価が定まっている作品を残した劇作家を戦後の
昭和期に絞って七人選び、その代表作を軸に作風や戯曲のスタイルを
概観する。それを講義の前半として、後半ではそれらの作品のうち、
受講生の意見により一編を選択し、戯曲として可能な限り精読する。
なお後半の精読では、受講生が実際に声を出してせりふの朗読に取り
組む予定としているため、講義前半は講義形式、後半は実習とディス
カッション中心としたい。

  1. イントロ：現在の演劇と戦後昭和の戯曲
  2. 岸田國士
  3. 三好十郎
  4. 三島由紀夫
  5. 安部公房
  6. 別役実
  7. 寺山修司
  8. つかこうへい
  9. 戯曲精読　その１　登場人物
10. 戯曲精読　その２　プロット
11. 戯曲精読　その３　せりふのスタイル
12. 戯曲精読　その４　場面構成
13. 戯曲精読　その５　視覚的要素
14. 戯曲精読　その６　演技
15. まとめ

演劇の分野で、戦後・昭和期に新劇からアングラ演劇、小劇場運動
へと変遷したさまざまな表現のスタイルを戯曲から学ぶことにより、
20 世紀後半の言語表現、およびその背景にある政治・文化状況を理解
することができる。せりふの朗読により、日本語表現をより高い次元
で駆使することができる。

（データを事前に配布／各自で印刷、とする可能性があります。）

昭和の現代劇を読む
Reading Japanese Modern Plays (in the Showa Era)
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1. 1988 年生まれ。岡山県出身です。高知大学で怠惰な学生生活を送りました。九州
大学の大学院に進学してからは、人並みに研究に励んだおかげで、博士号を取得
することができました。2016 年から高知県立歴史民俗資料館という博物館で

　学芸員として働き、2022 年から現職として働いています。
2. 中学生の時に受けた職業適性検査で「研究者」が向いているという結果を真に

受け、日本史が好きなので「日本史の研究者」になりたいと思うようになりま
した。学部生時代に受講した、「長宗我部元親は四国を統一していない」という
講義を受講して、戦国時代を専攻することに決めました。史料を細かく解釈する

　ことで、通説を覆すことが可能だという点に魅力を感じています。
3.「城」を基軸として、日本史を通史的に見通すことを目的としています。各時代において、誰が、どう
　いった理由で「城」を築いたのか。そして、それがなぜ現代にまで伝わっているのか。かかる問題

意識を持って「城」を見ることで、古代・中世・近世・近現代の各時代の特徴を学ぶことを目指し
　ます。また、西宮市内に所在する中世城郭である「越水城」の跡地の巡見も実施します。
4. 日本史や城が好きな人だけでなく、文化財や観光に興味がある人にも、役立つ情報をお伝えできる

ようにと考えています。なお、講義中の私語は禁止です。マナーを守ってお互いが気持ちの良い時間
　を過ごせるようにしましょう。

1. 1969 年、愛知県出身。大学四年間を九州大学文学部で過ごしたのち、大阪大学
　文学研究科（大学院）に進学。山崎正和先生に師事し、兵庫県の文化行政（現・
　県立芸術文化センター）をきっかけにして、海外戯曲（英語）の翻訳を担当。
　そのなかで演劇づくりの現場経験をしてきました。どこを切っても昭和世代の
　人間です。
2. 演劇学、映画学を専門としています。どちらも基本的には余暇のなかの彩りで
　あり、社会的・経済的・実学的有効性をもっていないと考えられていますが、
　私にとってこれらを欠いた人生は貧しく、退屈なものになると思われたので。

3. 映画や演劇について経済的重要性や教育効果、文化としての価値があると強調することで、それら
　が社会に存在する意義を主張するような軽挙に陥ってはいけないと自戒しています。楽しいから、
　面白いから、感情をいきいきと動かされるから、それについて語り、考えるという自然体を目指し
　ます。それを実感してもらうのが、講義の狙いです。
4. 映画や演劇は、「楽しい時間」を作り上げるために人間が知恵と経験を積み上げてきた分野です。お
　互い、場にふさわしい心構えとささやかな配慮を大切に、楽しい時間を共有できればと考えています。

「昭和の現代劇を読む」
「平川 大作（建築＆芸術学部 建築＆芸術学科 教授）

大手前大学

「城郭から読み解く日本の歴史」石畑 匡基（国際日本学部 国際日本学科 講師）

担当教員紹介（提供大学別）
１． プロフィール（自己紹介）
２． 先生ご自身がこの専門分野の研究を選ばれた理由とその魅力について
３． 講義の特徴や進め方、講義を通して学生に学んで欲しいことや伝えたいこと
４． 受講を希望する学生への一言
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1. 臨床心理学を専門としていて、公認心理師、臨床心理士として心理療法やカウ
　ンセリングの仕事もしています。大学時代から心理療法家になりたかったので
　学部から大学院へとそのまま進みました。人の心はいつまで経ってもよく分か
　らないもののままですが、この道は選んでよかったと思っています。
2. 高校生の時に、ル＝グウィンのゲド戦記とユング心理学入門にふれ、心理学を
　専攻しようと思いました。どちらにも影という言葉が出てきますが、単に心の
　闇ということでは片付かない、なにか奥深いものを感じ、それを少しでも知り
　たいと思ったことがきっかけです。

3. 精神分析の理論を始め、心理療法の理論の理解には実践は不可欠です。しかし学部で学ぶ段階では
　なかなか実践はできません。そこで少しでも実感を持って理解を深めるために映像作品をもちいて
　授業を行っています。自身の心の理解につながることを願っています。
4. 心の理解の仕方を少しでも知り、自分の成長につなげたいという真摯な思いの受講者を期待してい

ます。心の理解に多大な知見をあたえてくれる先人への敬意と畏怖を持って臨んでほしいと思います。

「映画で学ぶ深層心理学」酒井 健（現代社会学部 現代社会学科 准教授）
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