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事項 年月 概要

教育上の
能力に関
する事項

教育方法の実践例
高校の放送部合宿でのワーク
ショップ

H30.3.28-29

千葉県と茨城県から20校、168名
の高校生が参加した第17回成田
高等学校放送部春合宿の制作部
門の講師を担当した。（この数字は
アナウンス部門と制作部門で制作
部門は約3分の１。）

映画祭への出品と参加 H17～H27

デジタルの時代においては、プロと
アマチュアを隔てた壁が低くなった
ことがあり、学生に壁を意識させる
ようなことをせずに、職業的な制作
者に負けないことを伝え、勇気づけ
ながら制作を支援した。その結果、
毎年、１本から２本の本格的な映
画（卒業制作）が一般大学のキャン
パスから誕生し、（学生やアマチュ
ア向けのコンテストではなく）歴史
のある優れた映画祭に学生が招
待されることになった。また、学生
ボランティアとして、「ゆふいん文
化・記録映画祭」などに参加しても
らった。

演習型授業の実施
H15.9～
H27.3

慶應義塾大学と京都造形芸術大
学において、一方通行で座学だけ
を強いる講義を避ける試みをすべ
ての授業で行ってきた。大教室で
の授業においてもミニ講義の後、
班ごとに分けて、チームワークに
よって課題に取り組んでもらい、そ
れを発表するという形にしてきた。
その時に時間を有効に使うために
ウェブを活用した。

作成した教科書，教材
撮影とノンリニア編集、モーショ
ングラフィックス基礎マニュアル

H17～H26

ビデオカメラの操作やクロマキー合
成、ノンリニア編集、モーショングラ
フィックス(Apple Motion)において、
（単なる操作方法や手順ではない）
基礎的な知識に関する部分はプリ
ントを作成して、講義やゼミで使用
してきた。

ドキュメンタリーのインタビュー
撮影の手法

H17～H26

インタビューの撮影方法や質問の
方法に関する注意事項をまとめた
プリント集(チェックリスト）を配布し
てきた。

教育上の能力に関する大学
等の評価

H26.4～
H27.3

京都造形芸術大学においては、ド
キュメンタリー制作のクラスと（ジャ
ンルを融合した）新しい映像制作の
クラスが大学の方針で（翌年以降
も）開講されないことになり、一年
契約だったため退任することにな
り、私の力を発揮することはあまり
できなかった。ただ、担当した短編
映画ゼミ、中編映画ゼミでは学生
の面倒を熱心に見てきたことがあ
り、そうした点を評価いただき、次
の大学が決まらなかった時に、研
究員として快く受け入れてもらっ
た。

職務上の
実績に関
する事項

その他
科研費基盤研究C
(Research Project
Number:15K02204)

H27.4

「観客の上映運動としての『地域の
映画祭』の起源とその変遷」（平成
27年から平成30年度まで。総予算
4,597,000円)

Master of Fine Arts（Cinema-Televison)



○著書・研究論文

著書、学術論文等の名称 発行又は発表の年月 年度
発行所、発表雑誌等又は発表学会
等の名称

概要

著書
『国境を超える現代ヨーロッパ
映画２５０〜移民・辺境・マイノ
リティ〜』

共著 H27.10 河出書房新社

野崎歓、渋谷哲也、夏目深雪、金子遊
編著。本人担当部分は第2章「境界線
を探る監督たち」のうち「ケン・ローチ」
(pp.68-71)と「映画に見るアイルランド」
（pp.80-81）。前者ではサッチャー政権
から続く新自由主義と闘い続けたケン・
ローチが21世紀に入ってからの作風を
考察し、労働者と移民の連帯の可能性
について論じた。後者ではアイルランド
の映画が90年代に入り、IRAの凄惨な
歴史をエンターテイメントの題材とな
り、グローバル・マーケットに登場したこ
と、同時に英国と米国という英語圏の
大国の影響下で自らの〈国民映画〉を
生み出すことが困難であったことを指
摘した。A5版、総頁数325頁。

学術論文
「地域の映画祭の起源と公共
空間をめぐる考察−-湯布院
映画祭を通して」

単著 H29.1
『映像学』第97号（映像学会、2017
年、65-86頁）

1970年代半ばに誕生した「地域の映画
祭」の起源を当時の自主上映運動の
中に探った上で、新しく生まれた映画
受容の〈場〉の特徴をハーバーマスや
アーレントを参照しながら、「公共空間」
という観点から分析した。

「親子映画運動と非劇場映画
の新しい観客」

単著 H28.11
『映画研究』第11号（映画学会、
2016年、22-38)

親子映画と地域の女性（母親）が関与
した上映組織に注目し、その変遷を辿
ることで、非劇場映画における歴史的
転換（労働組合の動員から地域の女
性や子どもたちを中心とした上映）を論
じた。

学術論文
に準じる
論文

「ドキュメンタリー映画批評―
地方の映画祭の可能性、 ス
ペイン内戦に関する写真と国
民、私生活を芸術にすること
について」

単著 H29.3
『東京情報大学研究論集』（Vol.20,
No.2, pp.25-33)

ドキュメンタリーを扱うウェブマガジン
neoneoに掲載した3本の批評記事を一
部、修正・加筆した研究ノート。「ゆふい
ん文化・記録映画祭」における新しい
試み、新しく発見された著名な写真に
見られた、作家性の外にあった国民の
歴史、プライベートフィルムにおける芸
術性について論じた。

「親子映画運動と戦争の記
憶」

単著 H28.3
日本映画学会第11回全国大会プ
ロシーディングス(pp.72-86)

「学術論文」(2)として発表されることに
なるプロシーディングス。

学会関
連・授業
関連

社会運動と映画—10フィート運
動をめぐって

口頭発表 H30.5
日本映像学会第44回大会（東京工
芸大学）

映画史においては様々な映画運動が
取り上げられる。しかし、「運動」とは何
かという定義が行われたことはなかっ
た。それを社会運動と定義し、10フィー
ト運動を通してその性質を考察し、発
表した。

親⼦映画運動の展開と戦争
の記憶

口頭発表 H27.12 第11回日本映画学会（京都大学）
学術論文「親子映画運動と非劇場映画
の新しい観客」として発表されることに
なる口頭発表。

書評 単著 H27.11
日本映像学会『映像学』
(95)(pp.42-45)

港千尋監修、金子遊・東志保編『クリ
ス・マルケル-遊動と闘争のシネアスト』
の書評。

「地域の映画祭」の起源とそ
の変遷をめぐって」

口頭発表 H26.12
第10回日本映画学会全国大会（大
阪大学）

学術論文「『地域の映画祭』の起源とそ
の変遷をめぐって」の口頭発表。

Documentary Filmmaking and
Culture in the Digital Age

特別講義 H26.5
京都大学総合人間学部/人間・環
境学研究科

「動態映画文化論」／「文化社会論演
習」における映画学講演(特別講義)

学術論文
に準じる
批評・イン
タビュー・
解説記事

「ポスト・シネマと環境ドキュメ
ンタリー」

単著 H29.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第10号、pp.76-79、
neoneo編集室	

21世紀に入ってから、人気を集める環
境・自然ドキュメンタリーの一つの源流
に1992年の地球サミットがあり、「地
球」の表象によって「他者」を失ったこと
を指摘した論考。



著書、学術論文等の名称 発行又は発表の年月 年度
発行所、発表雑誌等又は発表学会
等の名称

概要

「座談会 グリーンイメージ国
際環境映像祭」

単著（聞き手） H29.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第10号、pp.14-21、
neoneo編集室	

〈アース・ビジョン地球環境映像祭〉は
地球の環境（問題）を専門的に扱う、ア
ジアで最初の国際映画祭として一九九
二年に始まり、〈グリーンイメージ国際
環境映像祭〉に引き継がれ、現在に至
る。環境や自然の映画を考える上で、
この映像祭が果たしてきた役割は大き
く、事務局長や審査委員長にこれまで
の歴史や現在の取り組みについてお
話しを伺った。

「親たちの闘いと子どもの自
立ー『典子は、今』をめぐって
」

単著 H29.7
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第7号、pp.38-41、
neoneo編集室	

「障がい」を雑誌で特集するにあたっ
て、映画史において重要な『典子は、
今』を取り上げて、映画テクストを論じ
た。国際障害者年に公開されたこの映
画だが、障がい者の社会参加を促進し
たとはいえないと結論づけた。

「メイシネマ祭の原点を語ろう
〜主催者・藤崎和喜さん（5/3
−5開催）」

単著（聞き手） H29.4

ドキュメンタリー・カルチャーウェブ
neoneo  〔ネット記事 URL は
http://webneo.org/archives/4245
0〕

メイシネマ上映会という名前で自主上
映会を始めて27年目になるメイシネマ
祭の原点から現在に至る経緯につい
てインタビューを行った。

「終わりなき革命とユートピア
—『チョンリマ』」

単著 H28.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第8号、pp.102-104、
neoneo編集室

北朝鮮のプロパガンダ映画『チョンリ
マ』をユートピア映画として読み解き、
「永久革命」について論じた。

「注目作 タン・ピンピン『シン
ガポールに愛をこめて』をめ
ぐって」

単著（聞き手） H28.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第8号、pp.64-67、
neoneo編集室

2013年に発表され、国際映画祭で高く
評価された『シンガポールに愛をこめ
て』はシンガポール国内では上映禁止
の処分を受けている。シンガポール映
画の現状についてインタビューを行い
ながら、この映画の解釈をめぐって対
談を行った。

「ノンフィクションvsドキュメンタ
リー、『プロレス少女伝説』VS
『ガイア・ガールズ』」

単著 H28.6
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第7号、pp.14-17、
neoneo編集室

ドキュメンタリー映画が人気を集める一
方で、ノンフィクションの売上げは低迷
している。こうしたなか、7号では同じ
テーマを扱った二作品を比較すること
で、メディアの違いについて複数の書き
手に論じてもらった。本人は大宅壮一ノ
ンフィクション賞受賞作『プロレス少女
伝説』と各地の映画祭で高い評価を受
けた、フェミニストの映画作家による『ガ
イア・ガールズ』を比較した。

「映画としてのドキュメンタリー
制作の授業-私から始めるこ
と」

単著 H27.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第6号、pp.70-71、
neoneo編集室

日本の大学ではドキュメンタリーは情
報伝達を目的とするジャンルとしてテレ
ビ局出身の教員によって担われてき
た。映画としてのドキュメンタリー教育
を行う場合、その違いを学生に理解し
てもらう必要があり、そのために「私」を
作品に反映させる企画から始めると効
果的であると論じた。

ザ・クラッシュ『ルード・ボーイ』
とパンク・ロック

単著 H27.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第5号、pp.21-23、
neoneo編集室

1960年代にドキュメンタリーがダイレク
ト・シネマの手法で音楽を扱い始めた
時、それは社会を変革する政治勢力を
支援することを意味した。しかし、サッ
チャ　ー政権が誕生した1970年代の終
わりになると、音楽のメッセージに対し
て懐疑的になり、その政治性に追随し
ないドキュメンタリー映画が登場する。
それがベルリン国際映画祭で受賞した
『ルード・ボーイ』であり、新自由主義的
な政策を背景にして、消費社会に若者
の音楽が取り込まれていくことを暗示し
た作品として解釈した。この映画をダイ
レクトシネマの流れで捉えることで、音
楽とドキュメンタリーをめぐる歴史に新
しい視点を付け加えた。



著書、学術論文等の名称 発行又は発表の年月 年度
発行所、発表雑誌等又は発表学会
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ドキュメンタリーと民族誌映画
のあいだにーフラハティと市
岡康子

単著 H26.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第4号、pp.91-92、
neoneo編集室

「ドキュメンタリー」と「民族誌映画」の間
には共通性だけでなく、無視できない
違いがある。それは物語性の構築であ
り、フラハティが『極北のナヌーク』以
降、民族誌映画的なアプローチから離
れたことを指摘した。その上でテレビ・ド
キュメンタリーに取り組んだ市岡康子
氏の作品と比較し、彼女が民族誌映画
としての手法を捨てず、二つのあいだ
に留まったことを論じた。

日本のテレビのなかの民族誌
的試み−市岡康子インタ
ビュー

共著 H26.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第4号、pp.93-98、
neoneo編集室

長い放映期間を誇った『素晴らしい世
界旅行』の中心的なディレクターであっ
た市岡康子氏にインタビューを行い、テ
レビというメディアを通した民族誌的な
試みについて、ご自身の体験を伺っ
た。

ロバート・フラハティの神話の
解体をめぐって

単著 H26.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第4号、pp.105-106、
neoneo編集室

長期間、現地に滞在し、偏見を持たず
に観察し、撮影対象と信頼関係を築
き、撮影の過程を撮影対象と共有しな
がら制作するという方法論は（ドキュメ
ンタリーの第一作というべき）フラハティ
の『極北のナヌーク』において示されて
いたとして、ドキュメンタリー映画や民
族誌映画において重要視されてきた。
しかし、そこには様々な「神話」が存在
すること、その神話の背後にあった西
洋と非西洋との非対称の力関係につ
いて論じた。

フラハティから現代まで 共著 H26.12
ドキュメンタリーカルチャー・マガジ
ン『neoneo』第4号、pp.107-117、
neoneo編集室

映像作家であり、若手の文化人類学者
である森田良成、川瀬慈、伊藤悟氏と
の鼎談。大阪にある民族博物館では、
これまで数多くの民族誌映画が作られ
てきた。そこで活動する3人の作り手を
招いて、フラハティが抱えてきた問題と
は何か、それらをいかに現在の作品が
乗り越えてきたのか、それに失敗して
きたのかについて、それぞれの立場か
ら議論を行った。

新生・台湾国際ドキュメンタ
リー映画祭林木材氏（プログ
ラム・ディレクター）インタ
ビュー

単著 H26.9

ドキュメンタリー・カルチャーウェブ
neoneo  　〔ネット記事 URL は
http://webneo.org/archives/2530
3〕

台湾国際ドキュメンタリー映画祭はこれ
まで隔年に行われてきたが、同じく隔
年開催の山形国際ドキュメンタリー映
画祭と交互に行われる形となり、台湾
と山形の実行委員会だけでなく、観客
の間でも交流があり、関係が深い。そ
の台湾国際ドキュメンタリー映画祭の
プログラムディレクターに若手の論客と
して知られる林木材氏が就任し、注目
を集めた。その彼にこれまでドキュメン
タリー映画との関わりや映画祭が目指
す方向性について伺った。
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私生活を芸術にすることにつ
いて―生誕100年トーベ・ヤン
ソンの映画3部作によせて

単著 H26.6

ドキュメンタリー・カルチャーウェブ
neoneo 　　　〔ネット記事 URL は
http://webneo.org/archives/2168
1〕

ムーミンの原作者として知られるトー
ベ・ヤンソンと彼女の恋人であるトゥー
リッキ・ピエティラのプライベートフィル
ムを用いて、カネルヴァ・セーデルスト
ロムとリーッカ・タンネルが3本のドキュ
メンタリー映画を制作し、来日した。東
京で上映され、多くのムーミンファンを
集め、DVDも発売され話題となったこと
もあり、これらの映画の批評を行った。
結論としては3本の映画はヤンソンとピ
エティラの同性愛の関係を公にするこ
とを回避しており、物語も批評性を得ら
れておらず、優れた作品性に至ってい
ないとした。ただし、電気も水道もな
い、誰も訪れることのない小さな孤島に
二人で生活した時の映像にはたとえよ
うのない美しさがあり、エイズを発症し
た映画監督ディレク・ジャーマンが荒れ
た浜辺で一人で庭を造り始めたときの
写真集に匹敵するものであるとした。
美しい映像を優れた作品にするできな
かったこと、つまりジャーマンとの違い
とは私生活と芸術は切り離した点にあ
り、（文学上においても）それはヤンソ
ンの限界であったと論じた。

生誕100年　トーベ・ヤンソン
の映画3部作／ムーミンから
フィンランドの映画事情まで―
リーッカ・タンネル監督

共著 H26.6

ドキュメンタリー・カルチャーウェブ
neoneo    〔ネット記事 URL は
http://webneo.org/archives/2056
2〕

萩野亮氏と共同で来日したリーッカ・タ
ンネル監督に対して行ったインタビュー
記事。通訳は森下圭子氏。

映像作品 『湾生画家・立石鉄臣』
企画/製作/制作/監督/撮影/
編集（共同）

H28.5

第11回台湾ドキュメンタリー映画祭
コンペティション（アジア・ヴィジョン
部門、台湾部門）、観客賞受賞、
2017年台湾ドキュメンタリー映画祭
巡回展

立石鉄臣は1905年に植民地時代の台
湾で生まれ、岸田劉生と梅原龍三郎に
師事した後、生まれ故郷の台湾に戻
り、南国の風景を躍動感のある力強い
筆致と大胆な色彩を描いた。また雑誌
『民俗台湾』の編集にも加わり、台湾社
会の中に入り込んで台湾の民俗に関し
て版画やユーモアあふれる文章を発表
した。しかし、立石は戦後、生活の基盤
を失って台湾から引き揚げてからは、
社会から取り残されたように、ほとんど
無名のままに人生を終える。彼の絵画
と家族の証言を通して、『湾生画家・立
石鉄臣』は忘れられた画家の人生に光
を当てた。本人担当部分は企画・製
作・制作・監督・撮影・編集（郭亮吟氏と
共同）。HD60分。

『チョコレートケーキと法隆寺』 制作統括 H28.2

第7回座・高円寺ドキュメンタリー
フェスティバル（コンペティション部
門出品、奨励賞）、イメージフォーラ
ムフェスティバル（一般公募部門入
選）、第4回なら国際映画祭
（NARA-wave部門、観客賞受賞）

児童養護施設の子どもたちは18歳の
春を迎えると退所し、経済的に自立し
て一人で生きていかなければならな
い。5歳から12 歳まで施設で育った監
督は監督は、お互いに助け合って生き
てきたかつての仲間を訪ねる。彼らは
退所してからも家族の問題 に一人で
向き合いながら、自立しようと懸命に生
きていた。個人的でありつつ、児童養
護施設をめぐる制度に対する鋭い批評
性を持った作品。

『桃と小桃とこもも丸』 制作統括 H25

第16回ゆふいん文化・記録映画祭
松川賞、第6回福岡インディペンデ
ント映画祭ドキュメンタリー賞、第5
回座・高円寺ドキュメンタリー・フェ
スティバル（コンペティション部門）

夏になるとサーフィンや海水浴を行う人
で賑わう鎌倉の材木座海岸には漁業
で生計を立てる人たちがいる。この海
岸の近くで育った、桃子という名の女性
は高校を卒業すると、一人の漁師のも
とに弟子入りした。その漁師の名もま
た桃子といい、鎌倉で最初の漁師と
なった女性だった。小桃と呼ばれること
になった女性が先輩の女性漁師のもと
で修行し、一人前の漁師になるまでの
姿をカメラに収めた作品。本人担当部
分は制作統括・監修・構成（制作・監
督・撮影・編集は新部貴弘）。HD58分。
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概要

その他
（上映企
画等）

ラジオ番組「ムービーズ・ジャ
ンクション」

出演 H26.8 長崎シティFM

安元哲男氏がパーソナリティを務める
番組へのゲスト出演し、彼が長崎市で
主催する地域の映画祭について意見
を交わした。長崎市で行われる浜んま
ち映画祭はゆふいん文化・記録映画祭
とは違って、商店街に古くからある長崎
セントラル劇場を会場として開催され、
映画ファンが映画館の存続を求めてこ
の劇場を支えること、映画館周辺の商
店街に賑わいを呼び込むことを目的と
して10回以上行われている。ただ、プロ
グラムが劇映画が中心であり、観客の
年齢が高いこと、映画の特集上映との
違いがはっきりしないことなどの問題点
とそれに対する解決案などについて話
し合った。

ドキュメンタリー・カルチャーマ
ガジン『neoneo』の編集

編集

第３号（平成25年10月）第４号（平成26
年12月）第５号（平成27年5月）第６号
（平成27年12月）第７号（平成28年6月）
第８号(平成28年12月）

上映企画 H28.1
『すばらしい世界旅行』放送開始から50
年/市岡康子レトロスペクティブ


