
2　イベント報告

2． 1　シンポジウム・講演会

■【講座】立命館大学土曜講座・特集〈日本文化デジタル・ヒューマニティーズの現在〉
　場所：立命館大学［衣笠キャンパス］末川記念会館

○2009年4月4日（土）
「デジタル・ヒューマニティーズとは何か？」
講師：赤間亮（事業推進担当者/日本文化研究班・リーダー/立命館大学大学院文学研究科・教授）、八村広三郎（事
業推進担当者/デジタルアーカイブ技術研究班・リーダー/立命館大学理工学研究科・教授）
○2009年4月11日（土）
「友禅図案のおもてとうら　－図案とその裏側にある近現代資料－」
講師：木立雅朗（事業推進担当者/京都文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・教授）、岡本隆明（PD/日本文化
研究班）
○2009年4月18日（土）
「日本文化としての『スペース・インベーダー』　―ビデオゲームの記録と分析―」
講師：上村雅之（事業推進担当者/Web活用技術研究班/立命館大学大学院先端総合学術研究科・教授）、尾鼻崇

（PD/Web活用技術研究班）
○2009年4月25日（土）
「〈外地〉における日本語文学　―解明とデータベース化への試み―」
講師：木村一信（事業推進担当者/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・教授）、楠井清文（PD/日本文化
研究班）

■【シンポジウム】「友禅図案（絵摺り）に描かれた『韓国併合』」
2009年5月30日（土）　立命館大学・アカデメイア立命21
※本拠点は、立命館コリアセンター、立命館大学人文学会とともに主催。京都文化研究班・木立研究室と立命館大学コ
リア研究センターの共同企画。

■【学会】2009年度アート・ドキュメンテーション学会年次大会
2009年6月5日（金）・6日（土）　立命館大学国際平和ミュージアム・中野記念ホール
※本拠点はアート・ドキュメンテーション学会とともに主催。第1日のシンポジウムを企画した他、2日目のセッション2で
「日本文化DH」を特集。

○第1日　6月5日（金） 　13:15～17:10　シンポジウム　
□基調講演「楽しめるWebデータベースの創出　―アート・コンテンツ・データベース（ACD）の時代へ―」

講師：赤間亮（事業推進担当者 / 日本文化研究班・リーダー / 立命館大学大学院文学研究科・教授）
概要：芸術・文化研究の分野においてもWeb上のデジタルコンテンツを使わずには何事も前に進まない時代が
やってきた。Web上のコンテンツは、無秩序に見えるが、その分野の専門家にとっては、アナログ時代よりは、はる
かに整然とインデックスが用意されるようになり使いやすくなった。
　さらに、文系研究者にとっての大きな変化は、こうしたコンテンツを自らの嗜好や思惑にあわせ、容易にデータ
ベース化できるようになった点である。コンテンツと"思惑"の統合体としてのデータベースは、いったん研究者の
手中に収まると、一つの"快楽"と変容していく。これは、アート・コンテンツならではの特徴であり、そこには、ひたす
ら地道な作業を繰返し、凡例に従い、地味な日の当たらない作業というイメージは存在しない。アート・コンテン
ツ・データベース（ACD）には、これまでのイメージを払拭し、アート研究の方法論を根本から覆す可能性がある。 
□事例研究

1．「身装 ―身体と装い―」　高橋 晴子（大阪樟蔭女子大学）
2．「文化資源と知識情報」　研谷 紀夫（東京大学）
3．「写真集・写真帖」村上 清子（国立国会図書館）
4．「歌舞伎」　赤間　亮（立命館大学）

□パネルディスカッション

○第2日　セッション2・特集「日本文化DH」
1．「イタリア文化財デジタル化政策の動向報告及び在伊日本美術コレクション整理の現状と可能性」
　　講師：齊藤ちせ（RA1/日本文化研究班 / 立命館大学大学院文学研究科）
2．「「外地」日本語文学データベースの構築と課題　－日本文学・文化研究における活用を目的として－」
　　講師：楠井清文（PD/日本文化研究班） 
3．「在外日本陶磁器コレクションのデジタル・アーカイブについて」
　　講師：前崎信也（PD/日本文化研究班）
4．「立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案の公開に向けた整理　－本来のまとまりをいかに再　　
　　現するか－」
　　講師：岡本隆明（PD/日本文化研究班）



■【学会】日本文化財探査学会・第12回大会
2009年6月13日（土）・14日（日）　立命館大学・敬学館
※本拠点は共催。

■【国際学会】第14回国際歴史地理学会
2009年8月23日（日）～27日（木）　京都大学
※本拠点は後援。

■【シンポジウム】「文化財デジタルアーカイブのための画像技術　―最先端研究開発とアーカイブの現場から―」
2009年8月24日（月）　立命館大学アート・リサーチセンター
※デジタルアーカイブ技術研究班企画。

○プログラム：
司会：八村広三郎（事業推進担当者/デジタルアーカイブ技術研究班・リーダー/立命館大学大学院理工学研究科・
教授）
(1)9:30～9:35 開会のあいさつ　八村 広三郎
(2)9:35～10:15 井手 亜里（京都大学国際融合創造センター・教授）
(3)10:15～10:45 橋本勝（NTTコミュニケーション科学基礎研究所）
(4)10:45～11:15 赤間亮（事業推進担当者/日本文化研究班・リーダー/立命館大学大学院文学研究科・教授）
(5)11:20～12:00　ディスカッション　パネリスト＋司会

■【国際会議】22th CIPA International Symposium
2009年10月11日（日）～15日（木）　京都テルサ
※主催：CIPA（文化遺産ドキュメンテーション国際委員会）。本拠点は共催。

■【シンポジウム】第2回 ビデオゲーム・カンファレンス －ファミコンとの出会いvol.1
2009年11月12日（木）　立命館大学アート・リサーチセンター
※Web活用技術研究班・上村研究室企画。

■【国際シンポジウム】立命館大学アート・リサーチセンター創立10周年記念「近世春本・春画とそのコンテクスト」
2009年12月4日(金)、5日(土)　立命館大学国際平和ミュージアム・中野記念ホール
※本拠点は、ロンドン大学SOAS、大英博物館、国際日本文化研究センターとともに主催。

■【国際シンポジウム】人文科学とコンピュータシンポジウム 「じんもんこん2009」
2009年12月18日（金）、19日（土）　立命館大学［びわこ・くさつキャンパス］エポック立命21
※主催：情報処理学会・人文科学とコンピュータ研究会。本拠点は、文部科学省グローバルCOEプログラム「歴史都市
を守る「文化遺産防災学」推進拠点」（立命館大学）とともに共催。 

■【国際シンポジウム】モーションキャプチャ技術と身体動作処理
2010年1月23日（土）　立命館大学［びわこ・くさつキャンパス］エポック立命21
※デジタルアーカイブ技術研究班・八村研究室企画。

■【国際シンポジウム】第1回 文化とコンピューティング国際会議
2010年2月22日（月）、23日（火）　京都大学［吉田キャンパス］百周年時計台記念館
※主催：文化とコンピューティング国際会議実行委員会。本拠点は共催。本拠点は22日のジョイント・トークと特別セッ
ションを企画。

○ジョイント・トーク「デジタルヒューマニティーズ」 
講師：赤間亮（事業推進担当者/日本文化研究班・リーダー/立命館大学大学院文学研究科・教授）、Dr. Ellis Tinios

（客員研究員/英・リーズ大学・名誉教授）

○パネル「人文科学の新展開：立命館大学におけるデジタル・ヒューマニティーズ」
パネリスト： 
赤間亮
　「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点について」
八村広三郎（事業推進担当者/デジタルアーカイブ技術研究班・リーダー/立命館大学大学院理工学研究科・教授）
　「CHからDHへ」
中谷友樹（事業推進担当者/歴史地理情報研究班/立命館大学文学部文学研究科・准教授）
　「バーチャル京都プロジェクト」
前崎信也（PD/日本文化研究班/立命館大学立命館グローバル・イノベーショナル研究機構）
　「在外日本陶磁器研究とデジタル・ヒューマニティーズ」 
稲葉光行（事業推進担当者/Web活用技術研究班・リーダー/立命館大学大学院政策科学研究科・教授）
　「文化を媒介する道具としてのWeb技術」
概要：21世紀に入り、ネットワーク・Webの進展と普及に伴い、人文科学の分野にも、大きな変革がもたらされようと
している。「デジタル・ヒューマニティーズ」と 呼ばれているものがそれだ。人文科学へのコンピューティングの利用、
あるいは両者の協業は必ずしも目新しいことではなく、海外はもとより日本でも、 古くからの実績がある。それでは、



■第45回ミニ企画展示「発掘された京都の武器2 －第16師団が埋めた武器－」
2009年4月1日（水）～4月17日（金） 立命館大学国際平和ミュージアム
※京都文化研究班・木立研究室、企画。

■第47回ミニ企画展示「友禅図案（絵摺り）に描かれた『韓国併合』」
2009年5月23日（土）～6月21日（日）　立命館大学国際平和ミュージアム
※京都文化研究班・木立研究室と立命館大学コリア研究センターの共同企画。

■「近世春本･春画とそのコンテクスト」
2009年11月24日(火)～12月18日(金)　立命館大学アート・リサーチセンター
Web展覧会　http://www.dh-jac.net/db12/shunga/index.html
※国際シンポジウム「近世春本･春画とそのコンテクスト」関連企画。

2． 2　展覧会

現在のこの新しい潮流は、従来の方法論あるいは理念とはどこが異なり、何が有意義なのだろうか？ 本パネルでは、
海外での この「デジタル・ヒューマニティーズ」への流れを振り返り、さらに、この理念を実現しようとする立命館大学
のGCOE「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ 研究拠点」の試みを、実例を交えて紹介する。 

■【シンポジウム】第3回 ビデオゲーム・カンファレンス －ファミコンとの出会いvol.2
2010年3月4日（木）　立命館大学アート・リサーチセンター
※Web活用技術研究班・上村研究室企画。

■【講習会】立命館大学　学内向けGIS講習会
2010年3月5日（金）　立命館大学［衣笠キャンパス］清心館
※文部科学省グローバルCOEプログラム「歴史都市を守る『文化遺産防災学』推進拠点」、文部科学省学術フロンティ
ア推進事業「文化遺産と芸術作品を自然災害から防御するための学理の構築」との共催。

■【国際シンポジウム】「One Thousand Years of Japanese Literature in Art: Celebrating Ten Years of International 
Research」
2010年3月20日（土）　ロンドン大学SOAS Khalili Lecture Hall
※主催：セインズベリー日本藝術研究所。本拠点はロンドン大学SOASとともに共催。

■【国際シンポジウム】「2nd Asia-Pacific DH centerNet Meeting」
2010年3月26日（金）　立命館大学アート・リサーチセンター

■【活動報告会】2009年度活動報告会
2010年3月31日（水）　立命館大学アート・リサーチセンター

毎週火曜日　18:00～19:30　会場：立命館大学アート・リサーチセンター 多目的ルーム
※インターネット中継あり。

■第45回　2009年4月9日（木）　18:00～19:30
Prof. Paul Longley（Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) and Dept of Geography, University College 
London）「GISと科学におけるいくつかの展開　Some Developments in Geographic Information Systems and 
Science」

■番外編（Vol.10）　2009年4月13日（月）　11:30～13:00
Dr. Tao Cheng　（Dept of Civil, Environmental & Geomatic Engineering, University College London）
「移送モデリングと伝染病感染分析のための、行動をベースとした時空間データモデル　An Activity- Based
　Spatio-Temporal Data Model for Transport Modelling and Epidemics Transmission Analysis」

Dr. Alex Singleton　（Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA), University College London）
「Geodemographics 2.0　―地理的人口統計学モデルの仕様・評価・テストにおけるいくつかの展開　Geodemo
　graphics 2.0: Some Developments in the Specification, Estimation and Testing of Geodemographic Models」

2． 3　GCOEセミナー



■第46回　2009年4月21日（火）
Prof. Max Moerman（コロンビア大学ドナルド・キーン 日本文化センター）
　「想像の地理　―仏教と日本の世界地図　Geographies of the Imagination: Buddhism and the Japanese 
　　World Map」

■第47回　2009年4月28日（火）
谷昇（研究員/京都文化研究班）
　 「後鳥羽上皇の政治課題と公事・宗教儀礼」
中村彰憲（事業推進担当者/Web活用技術研究班/立命館大学映像学部・准教授）
　「日本的アニメーション/CG技術伝播に関する一考察：中国デジタルコンテンツ産業クラスターを事例として」

■第48回　2009年5月12日（火）
Liset Turino　（El Colegio de Mexico Master in Asia and Africa Studies）
　「Sinners in the crossroad: parody and the subversion of authority in the oni kyogen. 」
関口博之（立命館大学衣笠総合研究機構・特別招聘准教授/デジタルアーカイブ技術研究班）、
岡本隆明（PD/日本文化研究班）
　「デジタルヒューマニティーズワークショップ2009参加報告 ―人文科学研究におけるコンピュータとネットワーク活
　 用の実際－」

■第49回　2009年5月19日（火）
齊藤ちせ（RA1 / 日本文化研究班 / 立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「イタリア文化財デジタル化政策の動向報告及び在伊日本美術コレクション整理の現状と可能性」
楠井清文（PD / 日本文化研究班）
　「『外地』日本語文学データベースの構築と課題 ―日本文学・文化研究における活用を目的として―」
前崎信也（PD / 日本文化研究班）
　「松林靏之助とセント・アイヴス　―日本陶磁史関連史料のデジタル・データベース化への試み―」
岡本隆明（PD / 日本文化研究班）
　「立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案の公開に向けた整理 ―本来のまとまりをいかに再現するか―」

■第50回　2009年6月2日（火）
大野晋（RA1 / Web活用技術研究班 / 立命館大学大学院政策科学研究科・D2）、斎藤進也（PD / Web活用技術研究
班）、稲葉光行（事業推進担当者 / 立命館大学大学院政策科学研究科・教授 / Web活用技術研究班・リーダー）
　「Collective Culture and Visualization of Spatiotemporal Information」
塚本章宏（日本学術振興会特別研究員PD / 歴史地理情報研究班）
　「A Historical GIS Analysis of the Landscape Compositions: A Case Study of Folding Screens 
　　“Rakuchu-Rakugai-zu”」
岡本隆明（PD / 日本文化研究班）
　「Text and Pictures in Japanese Historical Documents」

■第51回　2009年6月9日（火）
石上阿希（PD / 日本文化研究班）
　「レインコレクションと春画・艶本データベース」
竹村さわ子（Sawako Chang Takemura / ホノルル美術館ロバートランジ財団東洋美術部日本美術イメージ・プロジェ
クト主任 / 准研究員 / HAA Robert F. Lange Foundation Japanese Art Imaging Project Manager / Research 
Assistant）　
　「ホノルル美術館日本美術コレクション―デジタル・アーカイブとデータベース公開について―」 

■第52回　2009年6月16日（火）
Toledo Nolasco Alejandro　（RA1 / デジタルアーカイブ技術研究班 / 立命館大学大学院理工学研究科・D1）
　「Interactive Visual Analysis of Personal Names in Japanese Historical Diary」
Kingkarn Sookhanaphibarn（PD / デジタルアーカイブ技術研究班）
　「Digital museums in Second Life」

■第53回　2009年6月23日（火）
加茂瑞穂（RA1 / 日本文化研究班 / 立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「視覚資料による模様研究とその課題―日本模様データベース構築に向けて―」
 周萍（RA1 / 日本文化研究班 / 立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「お岩役の成立―趣向を中心に―」
David Jerome Putnam（スイス・チューリッヒ大学修士課程）
　「女形の役者絵から読み取る「個性」の発展　－初代中村富十郎 (1719-1786) から六世中村歌右衛門 (1917-2001) 
　　まで－」

■第54回　2009年6月30日（火）
本多健一（RA2 / 歴史地理情報班 / 立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「中近世移行期における京都西陣道路網の変遷」



瀬戸寿一（RA1/歴史地理情報班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「ネット時代における地理空間情報の新展開」
桐村喬（RA3/歴史地理情報班/立命館大学大学院文学研究科・D3）
　「20世紀京都における居住地域構造の変遷」

■第55回　2009年7月7日（火）
尾鼻崇（PD/Web活用技術研究班）
　「家庭用ビデオゲームソフト付属マニュアルのデータベース構築とその課題」
三上聡太（RA2/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「阿片問題と文学 ―資料のデジタル・アーカイブ化によせて―」

■番外編（Vol.11）　2009年7月8日　（水）　12:00～13:00
Daniel McKee（コーネル大学図書館）
　「摺物の記号論: 歌や儀式の痕跡に基づいた意味　The Semiotics of Surimono: The Construction of Meaning in 
　 Privately Commissioned and Distributed Woodblock Prints in Relation to Ritual and Poetic Precedents」

■番外編（Vol.12）　2009年7月13日（月）　12:00～13:00
Julie A. Iezzi（Associate Professor University of Hawai’i Department of Theatre and Dance）
　「ハワイ州立大学 に於ける日本の伝統芸能： 新しい「伝統」に向けて　Japanese Theatre at the University 
oHawaii: Developing “Traditions”」

■第56回　2009年7月14日（火）
金子貴昭（日本学術振興会特別研究員/立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「板木と板本－板木を通じて板本を見る－」
大矢敦子（RA1/京都文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「“映画・演劇興行年表－大正期　京都編－（仮）”の構想と現状」

■番外編（Vol.13）　2009年7月15日（水）　18:00～19:30
李承信（イ・スンシン）（高麗大学校日本学研究センター研究教授）
　「韓国の日本研究の現況 ―植民地時代の日本語資料のDB構築とその活用を中心に―」

■第57回　2009年７月21日（火）
花田 卓司（RA2/京都文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D4）
　「応仁・文明の乱における京都合戦」
Bincsik Monika（RA1/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「From Museum display systems to databases, or how is art history produced?　美術館の陳列システムからデー
タベースへ、または美術史学の作り方」
DH2009参加者
　DH2009参加報告

■第58回　2009年7月28日（火）　※教育プログラム受講生特集
米田あい（立命館大学大学院文学研究科・M2）
　「諸データベースの集約と利用者教育について」
吉田真澄（立命館大学大学院文学研究科・M2）
　「平安京　－貴族の移動経路から見て－」
中尾芙貴子（立命館大学大学院文学研究科・M2）
　「天神信仰の展開過程の一考察」
高橋幸恵（日本文化デジタル・ヒューマニティーズ教育プログラム 学外履修生）
　「基本動作に着目した仕舞の形（かた）の分析」

■第59回　2009年9月29日（火）
上田直生（有限会社ロケージング・代表取締役）
　「歴史的地名のジオコード―京都の通り名と「ジオどす」の仕組み―」

■第60回　2009年10月6日（火）
岡本隆明（PD/日本文化研究班）
　「画像変換サーバを用いたweb上の画像利用について」
楠井清文（PD/日本文化研究班）
　「韓国での日本語文学書籍の所蔵について」
前崎信也（PD/日本文化研究班）、服部憲治（研究支援者）
　「Map of Japan from the Collection of Sir Hugh and Lady Cortazzi」

■第61回　2009年10月13日（火）
崔雄（PD/デジタルアーカイブ技術研究班）
　「バーチュアル文化財におけるキャラクタアニメーション」
鶴田清也（RA/デジタルアーカイブ技術研究班/立命館大学大学院理工学研究科・D4）



　「バーチャルダンスコラボレーションシステムのための感性情報を付与した身体動作の生成とその評価」

■第62回　2009年10月20日（火）
倉橋正恵（PD/日本文化研究班）
　「ボストン美術館所蔵初代歌川国貞浮世絵版画コレクション」
大野晋（RA1/Web活用技術研究班/立命館大学大学院政策科学研究科・D2）
　「Wikipediaにおける知的生産活動の構造とプロセスに関する研究」
 松本文子（PD/歴史地理情報研究班）
　「フィールド調査における歴史地理空間情報の活用　－GISを用いた京町家の時空間分析－」

■第63回　2009年10月27日（火）
彬子女王（PD/日本文化研究班）
　「美術を保存するということ－近代日本における美術複製の意義について－」
山本真紗子(PD/京都文化研究班)
　「立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案データベースの構築について- 図案面を中心にー」

■第64回　2009年11月3日（火）
杉山恵助（大英博物館シニア・コンサバター）
　「大英博物館における日本美術修復とその公開への試み」

■番外編（Vol.15）　2009年11月6日（金）
岡本真（メールマガジン「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」編集長）
　「学術知を市民知に変える学術情報発信へ－特にウェブ活用の観点から」

■第65回　2009年11月10日（火）
石上阿希（PD / 日本文化研究班）
　「春画・艶本データベース構築に向けて－イギリス・フランスにおける調査報告－」
尾鼻崇（PD/Web活用技術研究班）、上村雅之（事業担当推進者/Web活用技術研究班/先端総合学術研究科教授）
　「「ゲームプレイ」をいかに記録するか」

■第66回　2009年11月17日（火）
Worawat Choensawat（RA/デジタルアーカイブ技術研究班/立命館大学大学院理工学研究科・D1）
　「Segmentation of Motion Capture Data Using Neural Networks」
Kingkarn Sookhanaphibarn（PD/デジタルアーカイブ技術研究班）
　「Analysis of visitors' behaviors in 3D virtual museums」
Alejandro Toledo Nolasco（RA/デジタルアーカイブ技術研究班/立命館大学大学院理工学研究科・D1）
　「Similarity and Dissimilarity Patterns in Name Occurrences of Japanese Historical Diary」
崔 雄（PD/デジタルアーカイブ技術研究班）
　「Character Animation of Performing Arts in Second Life」

■第67回　2009年11月24日（火）
前崎信也（PD/日本文化研究班）
　「Creating a Digital Database of Japanese Ceramics in Western Collections」
岡本隆明（PD/日本文化研究班）
　「Kunten Management System ―Explanation Marks Database on Japanese Historical and Religious 
　　Documents, based on text-image linkage」
楠井清文（PD/日本文化研究班）
　「Construction of a Database of Japanese Literary Magazines Published in Japan-ruled Korea」
斎藤進也（PD/Web活用技術研究班）
　「A Platform for Visualizing and Sharing Collective Cultural Information」

■番外編（Vol.16）　2009年11月25日（水）　12:00～13:00
Drew Baker（Kings College London, King's Visualisation Lab）
　「From the Material to the Intangible - Perspectives within Digital Cultural History」

■第68回　2009年12月1日（火）
本多健一 （RA2/歴史地理情報研究班/立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「中世の京都祭礼における鉾の変容－その基礎的考察（前編）－」
桐村喬（日本学術振興会特別研究員/歴史地理情報研究班/立命館大学大学院文学研究科・D3）
　「京都市における地域名称を冠する建物の空間分布」
瀬戸寿一（RA1/歴史地理情報研究班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「写真資料のデジタル化による歴史的市街地の景観復原」



■第69回　2009年12月8日（火）
加茂 瑞穂 （RA1/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「絵画資料を利用した歌舞伎衣裳の一考察―『妹背山婦女庭訓』お三輪を例として―」
Bincsik Monika （RA1/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「イギリスでの日本漆器コレクション」
金子 貴明 （日本学術振興会特別研究員/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D3）
　「続・板本の板木構造－藤井文政堂所蔵江戸期高野板の板木－」

■第70回　2009年12月15日（火）
松葉涼子（PD / 日本文化研究班）
　「ベルギー王立美術歴史博物館所蔵浮世絵コレクションのデジタル化報告及びイメージ・データベース利用の展望
について」
三上聡太（RA2 / 日本文化研究班 / 立命館大学大学院文学研究科・D1）
　「阿片問題資料のデジタル化について」
塚本章宏（日本学術振興会特別研究員/歴史地理情報研究班）
　「出版図に描かれた近世京都の空間」

■第71回　12月22日（火）
John Carpenter（事業推進担当者/日本文化研究班/立命館大学衣笠総合研究機構・特別招聘教授/ロンドン大学
SOAS・教授）
　「Kyokabon Online: Illustrated Poetry Anthologies by Utamaro from the Collection of the Fitzwilliam Museum, 
Cambridge University」

■第72回　2010年1月12日（火）
齊藤ちせ（RA1/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「イタリア所蔵日本美術コレクション調査報告　－現状と展望－」
周 萍（RA1/日本文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D2）
　「日本と中国の水滸伝絵画－魯智深像を中心に－」
大矢敦子（RA1/京都文化研究班/立命館大学大学院文学研究科・D2） 
　「歌舞伎から映画へ　－興行情報データベース等を利用して－」

■番外編（Vol.17）　2010年1月15日（金）　18:00～19:30
李孝仁（慶煕大学演劇映画学科・教授）
　「日韓映画研究　1941年の児童教護という主題　発掘された映画『家なき天使』と『みかへりの塔』比較」

■第73回　2010年2月9日（火）　※教育プログラム受講生特集
吉田 真澄（立命館大学大学院文学研究科・M2）
　「平安京と貴族社会　－平安時代後期から鎌倉時代初期の移動経路を中心に－」
高橋幸恵（日本文化デジタル・ヒューマニティーズ教育プログラム 学外履修生）
　「能の形の動作評価における舞い手側の着眼点」


