
2016年度文学部講演会・シンポジウム

講師
参加
人数

開始年月日 曜日 時間 会場 備考

佐々木　守俊（文学部 芸術学・美術史
分野）

35 2016.06.18 土 14:00-15:30 文学部会議室

高校生３名
岡大生は、様々な学部
（薬・工・理・農・教・法・
文）から参加

龔　穎（中国社会科学院） 35 2016.7.8 金 17：00-18：30 文学部会議室 中国人留学生多数

李喜馥（韓国・江原大学校人文大学日
本学科教授、岡山大学大学院社会文
化学研究科外国人客員研究員）

10 2016.7.26 火 13：00-14：30
文法経講義棟
13番教室

藤原辰史（自由と平和のための京大
有志の会・発起人）

37 2016.7.26 火 17：30-20：00
文法経講義棟
20番教室

岡大生（文・法）の参加
多い
上映＋講演+ディスカッ
ション→参加者の満足
度高い

中東　靖恵（文学部言語学・現代日本
語学分野准教授）

30 2016.7.30 土 14:00-15:30 文学部会議室

高校生は1名
60代以上の参加者多数
→新聞を見て参加（毎
日・朝日・山陽）

川崎 唯史（大阪大学）
吉川 孝（高知県立大学）
大浦 まり子（岡山大学）
屋良 朝彦（長野看護大学）

36 2016.8.6 土 11:00-17:00 文学部会議室 全国各地から参加

増田展大（立命館大学）
松谷容作（同志社女子大学
門林岳史（関西大学）

20 2016.10.28 金 16：30-18：30 文学部会議室
高校生1名
社文研・文学部　多数

- 16 2016.10.29 土 14：00-16：00
文法経講義棟
20番教室

- 23 2016.10.31 月 17：30-19：30
一般教育棟
A41番教室

講演・清家章　（文学部教授・考古学）
コメント・今津勝紀　（文学部教授・日
本史学）
司会・新納泉　（文学部教授・考古学）

62 2016.10.31 月 17：00-18：30 文学部会議室
岡大生は社文や様々な
学部（文・教育・理・工・
環理）から参加

内野睦美（長崎大学ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進ｾ
ﾝﾀｰ・介護ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ）
岩月万季代（NPO法人てとりん理事
長）
田村由美子（介護者ほっとステーショ
ン「すまいる」）

15 2016.11.19 土 13:00-17:00 文学部会議室

ヴァレリー・ゼナッティ(作家） 21 2016.11.25 金 14:00-15:00

文・法・経1号館
103室
（多文化交流ス
クェア）

103室が満員
大使館側での報告会で
高評価

土屋敦（徳島大学）
沢山美果子（岡山大学）
坪井瞳（浦和大学）

67 2016.12.17 金 16：30-19：00
中央図書館
3階セミナー室

他大学、一般の参加者
多数

- 63 2017.01.20 金 16：30-19：30
中央図書館
4階セミナー室

Andrea Altobrando (Hokkaido
University)
Giovanna Miolli (University of Padova)

32 2017.02.06 月 13：30-17：00 文学部会議室

三島邦弘(株式会社ミシマ社 代表)
小倉みゆき(スロウな本屋 店主)

84 2017.02.08 水 18：00-19：30
文法経講義棟
10番講義室

7名の高校生のほか、
在学生や市民、文学部
や他学部の教員、出版
関係者も来場

清水　晶子（東京大学大学院総合文
化研究科准教授）

49 2017.02.10 金 17：00-18：30 文学部会議室
他学部教員、各地の研
究者・関係者が参加

新居日南居（manma）、越智未空
（manma）、本村昌文（岡山大学文学
部）‐

20 2017.02.12 日 13:00-16:00
文法経1号館
2F会議室

子育て家庭７名の参加
キッズスペースを作り、
子供と一緒に参加可
能。10名ほどの子供が
参加。

シュテファン・ケック（ウィーン・アジア文
化史研究所研究員）

23 2017.02.27 月 17：30-19：00
文法経1号館
2F会議室

クリスチーヌ・レヴィ氏（ボルドーモン
テーニュ大学）

18 2017.03.02 木 15：00-17：00
文法経1号館
2F会議室

高校生１名と他校（倉敷
芸術科学大学）教員と
学生の参加

遊佐 徹（文学部教授） 54 2017.03.05 日 13：30-16：00
文法経1号館
2F会議室

高校生6名、高校教員
27名が参加

講師
修了数

／
受講数

開催日 曜日 時間 会場 備考

1 中国語と日本語の対照 王　安 2016.11.12

2 フランス語と日本語の対照 金子　真 2016.11.19

3 タガログ語と日本語の対照 片桐　真澄 2016.11.26

4 トルコ語と日本語の対照 栗林　裕 2016.12.10

文学部講演会「岡大文学部発：世界の街歩き」シリーズ第4回
「ブラジルの中の日本を歩く－移民がつなぐ日本とブラジル－」
主催：岡山大学文学部

映画上映会「大いなる沈黙へーグランド・シャルトルーズ修道院」
共催：平成28年度岡山大学文学部プロジェクト研究「映像表現と人文学」、同「21世紀の貧困
学」

講演会「哲学研究の最先端　自我と真理をめぐるヘーゲルとフッサール」
主催：岡山大学文学部
共催：岡山哲学研究会

講演会（シリーズ「仕事を知る」）
「出版の現在、人文学の未来～「本を作り、届ける」という仕事～」
主催：岡山大学文学部
共催：文学部学生生活委員会

文学部プロジェクト研究（ジェンダー/セクシュアリティ）公開セミナー２
「クィア・スペースとその行方―トランプ当選と2020の間に― 」
主催：2016年度岡山大学文学部プロジェクト研究
　　　「社会変動とジェンダー/セクシュアリティの変容に関する分野横断的研究」グループ

講演会「原作者と語る　―『ガザの海に流した瓶』原作者 ヴァレリー・ゼナッティ女史を迎え
て」
主催：岡山大学文学部
共催：岡山大学プロジェクト研究・映像表現と人文学
後援：アリアンス・フランセーズ徳島

公開シンポジウム「子どもの社会的養護と貧困ー『はじき出された子どもたち』の行方」
主催：平成28年度岡山大学文学部プロジェクト研究「21世紀の貧困学」

シンポジウム「レヴィナスの思想はケアの倫理に寄与しうるのか」（レヴィナス研究会特別大
会）
共催：岡山哲学研究会・岡山大学文学部哲学倫理学研究室

シンポジウム「映像のテクノロジーと人間のイメージ」
主催：岡山大学文学部プロジェクト研究・映像表現と人文学

映画「ガザの海に流した瓶」上映会(1回目）
主催：岡山大学文学部
共催：岡山大学プロジェクト研究・映像表現と人文学
後援：アリアンス・フランセーズ徳島

映画「ガザの海に流した瓶」上映会(2回目）
主催：岡山大学文学部
共催：岡山大学プロジェクト研究・映像表現と人文学
後援：アリアンス・フランセーズ徳島

2016年度岡山大学文学部プロジェクト研究「社会変動とジェンダー/セクシュアリティの変容に
関する分野横断的研究」
公開セミナー１「古墳時代の女性首長―その権能と盛衰―」
主催：岡山大学文学部プロジェクト研究「社会変動とジェンダー/セクシュアリティの変容に関
する分野横断的研究」グループ

講演会＆シンポジウム「大学と地域とが協働するケアラー支援−超高齢社会・人口減少社会
と向き合うために−」
主催：平成28年度岡山大学文学部プロジェクト研究「人文学研究を基幹とした介護と看取り
の新たな研究領域の開拓と実践」
共催：岡山大学ダイバーシティ推進本部男女共同参画室
　　　　科研費・基盤研究B「ケアの現場と人文学研究との協働による新たな〈老年学〉の構
築」

名称

文学部講演会 「岡大文学部発：世界の街歩き」シリーズ第3回
 「スペイン語力ゼロで行くマドリード・ヴァレンシア」
主催：岡山大学文学部

岡山大学文学部文化講演ｼﾘｰｽﾞ　ニホンガク最前線　第9回
「中国・清末知識人の日本留学とその思想形成 ― 陳大斉を例にして ―」
主催：岡山大学文学部

講演会「ある安丸良夫門下生の修学紀行」
共催：岡山大学文学部、岡山大学大学院社会文化科学研究科、東アジア国際協力・教育研
究センター

戦争と人文学
「平和」のために何ができるのか？　映画「Little Birds～イラク 戦火の家族たち」上映会＋
トークセッション
主催：岡山大学文学部プロジェクト研究・映像表現と人文学

家庭版ＯＢＯＧ訪問　家族留学
《家族留学キックオフイベントin岡山～子育て家庭訪問を通して考えるワークライフバランス
の実践型授業の試み～》
主催:岡山大学文学部（担当：本村）・manma（担当：越智）

文化科学系総合
研究棟
２階共同研究室

土 14：00-16：00

文学部公開講座「外国語から日本語を考える」

岡山大学文学部文化講演シリーズ　ニホンガク最前線第10回
「ベルリン日本研究所1926年−1945年　—異文化理解の理想とその破綻—」
主催：岡山大学文学部

岡山大学文学部文化講演シリーズ　ニホンガク最前線第11回
「フランスにおけるジェンダー研究の軌道と日本のジェンダー研究：−日本におけるグローバリ
ゼーションとフェミニズム：トランスナショナル・フェミニズムの新たな課題−」
主催：岡山大学文学部

講演会「教科書からひろがる〈知〉の世界」
■講演「『山月記』—魯迅—『藤野先生』〜「狂気」と「詩と真実」〜」
■座談会（14:50〜16:00）
主催：岡山大学文学部
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