
文部科学省博士課程教育リーディングプログラム採択事業

「文化資源マネージャー養成プログ
ラム」のご案内



Academic Basis : Cultural Resource Studies,
Multi-Disciplinary Academic Area

Outline

文化資源学とは：
総合的・多角的な学問領域



EducationOutline

●Studying in Multi-Cultural Circumstance

●Learning not only in Laboratory but also in the Field

多国籍チーム編成での修学

教室とフィールドの往還を重視した修学



Outline
Multi-Cultural Group Learning

Being able to work harder by stimulating each other

Building International Cultural Resource Management Network

Administrative Section for Culture, International Organization, NPO, NGO, Researcher in Univ.

Japan, China, Viet Nam, Thailand, Indonesia

Teaching & Writing in English. Doing fieldwork, Internship, Conducting Workshop as a Team.

日本人学生とアジア協定校からの留学生で構成し、多国籍チームの編成で修学

英語での指導、修学



“Round-Trip Learning” between Laboratory and Field

Laboratory Field

Outline

Lecture, Seminar, Group Discussion Internship, Intensive Research, Workshop

教室と現場を何度も往還しながら文化資源の継承・活用
という課題に取り組む実践的プログラム



5-Year Curriculum to acquire a doctor degree    
博士号取得に向けた5年間の一貫カリキュラム

Outline



About Kanazawa City, Ishikawa Pref.

Kanazawa City
UNESCO Creative City of Crafts and Art

Noto Peninsula, Ishikawa
FAO
Globally Important Agricultural Heritage 
System

Outline

金沢市(加賀)：ex.ユネスコ・クラフト創造都市

能登：ex.世界農業遺産



For Satisfactory Learning EnvironmentFinancial
Support

Scholarship
奨励金

●No need to pay entrance fee nor 
school fee
入学金・学費はかかりません

●For the Research Trips
現地研修・調査

Travel and Accommodation Fee will be paid by the Program
現地研修や調査のための国内・海外旅費もサポートします

●145,000 JPY（monthly）for 1st and 2nd year ; 
probably more for the rest of the course
毎月14.5 万円の奨励金（5年間のコース修了まで）
返済義務はありません

充実した学修環境



● 授業は全て英語 (TOEFL iBT 80以上またはTOEIC 750以上相当の英
語能力が必要） 海外経験で培った語学力を生かせます

All classes are held in English. Students capitalize on 

their language skills gained during overseas experiences.

● 世界中がフィールド: 日本、アジア、北・中南米・・・・・

The whole world is our field: Japan, Asia, Africa, North 

and South America and etc.

● 多彩な内容：コミュニティ再生、多文化共生、観光、芸能、手工

芸、美術・博物館、社会教育、遺跡の活用．．．．

A wide range of studies: community revitalization, 

multicultural living, sightseeing, entertainment, 

handicrafts, museums, social education, excavation, etc.

Studying



●博士号取得を目的とした、5年間の大学院一貫教育です

The aim of this program is to acquire a doctoral 

degree in 5 years.

●出願資格は大卒以上：学部・専攻等は問いません

Qualification as applicant : bachelor degree or 

higher

Anyone with a bachelor’s degree or higher can 

apply, regardless of   major or academic 

background.

Studying



現地での学修Outline

金沢市東茶屋街

石川県埋蔵文化財センター 金沢海みらい図書館



実践的な学修Outline

九谷焼工房砺波散居村ミュージアムにて民具に触れる

生け花



能登キリコ祭りOutline



能登研修Outline

輪島塗沈金工房

ほたるの里輪島塩



Summer Overseas Internship 2013 in Honduras 

ホンジュラス研修



インドネシア研修Outline



プログラム学生になるには
① 金沢大学大学院 人間社会環境研究科 博士課程前期試験

Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies,Kanazawa
University 

募集期間：2015 年１月19 日（月）～23 日（金）

Application acceptance period : January 19-23, 
2015

試験日：2015 年2 月13 日（金）

Examination date : February 13, 2015

② 「文化資源マネージャー養成プログラム」選抜試験

募集期間：2015 年2月下旬予定

プログラム選抜試験：2015 年３月上旬予定

Selection of students will be made in March, 2015.

second
semester

applicants



Join Us!

お問い合わせ・資料請求：金沢大学 国際文化資源学研究センター
住所：〒920－1192石川県金沢市角間町
電話：076-264-5785
E-mail:matsumeri@staff.kanazawa-u.ac.jp


