


第2報告

〈順調な研究者〉はいるのか

-「スタンダ ー ド」ではなく、「セルフプロデュ ー ス」

という考え方一

大道晴香

若手研究者を取り巻く状況が厳しいと言われ

て久しい。 自身の研究者としての歩みは決して

普遍化でぎるものではない。 しかし、 前掲の社

会状況と無関係でない点に鑑みれば、 その経験

は「生きる方法」の一つとして価値をもち得る

とも考えられよう。 自分の場合、「大学」とい

う場を前提に研究者としての〈スタンダー

コ ー スを想定し、 逸脱したら研究ができなくな

ると思い悩んでいたわけだが、 それは自身が勝

手に研究の「枠」を作り上げていただけのこと

であった。 幻の〈スタンダー ド〉に囚われるよ

り、 自分の研究の面白さをいかに伝え育ててい

くか、 〈プロデュ ー ス〉という見方の方が重要

ではなかろうか。

（握學院大學）

第3報告

“地域
”

で続ける民俗学

一実践と研究の間から一

市東真 一

本報告では、 現在まで報告者が続けてきた研

究活動について発表した。 主な活動は、 実家で

ある民芸風居酒屋しづかの手伝いを行う中で

間き取りなどの調査を行ってきたことの他、 自

どに参加して住民との交流の

中で資料を見つけ出して苔たことなどである。

その他に、 所属する長野県民俗の会などの地方

の研究会での活動の中で、 研究ノ ートや事例報

告をもとにして論文を執筆していった過程につ

いても説明した。 地域で研究を続けるために
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は、 自分自身の環境をしつかりと吟味してそこ

から出来ることを見つけ出すことが重要ではな

いかと考えられる。

（神奈川大学日本常民文化研究所，株式会社しづか）

コ ー ディネ ー タ ー 報告

若手研究者が民俗学の研究を
続けていくために

辻本侑生

本研究会では通常の研究会と異なり、 3名の

パネリストの発表後、 オンライン会議シス テ

ムZoomの「ブレイクアウトセッション」機能

を用い、 全参加者を3グルー プにランダムに分

け、 グルー プ別に質疑応答や議論を行ったあと

で、 全体で再集合して総合討論を行った。 企画

の性格上、 3名それぞれの発表内容に即した質

疑や議論を少人数で行うことが有益だと考えた

ためである。 具体的には、 ファシリテ ーター と

して倉石美都氏（京畿大学校） にご参画いただ

き、 内山氏＋島村氏、 大道氏＋辻本、 市東氏＋

倉石氏の組み合わせで3つのグル ー プを 一 巡

し、 それぞれ20分ずつ質疑応答と議論を行っ

た。

全休に再集合した後、 各ファシリテ ーター か ふ

ら報告されたグルー プ別の論点は、 大学等を超

えて自由に参加できるオー プンな学会・研究会

の重要性、 大道氏の指摘された「セルフプロ

デュ ー ス」の具体的な手法（抜刷の送付、 SNS

の活用等）、 キャリア戦略の上で「研究」とい

う言葉にこだわることの功罪、 内山氏が指摘さ

れた博物館による業務の多様性が大学において

もみられること 科目の専門性、 研究工

フォ ート等）など、 多岐にわたった。

特に全体のディスカッションに移った後も議

論が続いた論点としては、 専門職を目指すこと

と「不安Jとの関連性が特筆される。 一般論と

して、 人文系の大学院に進学し、 大学教員や学

芸員を目指すことは険しい道であるとされる。

また、 こうした専門識への道は、 大学の初年次
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教育等での 「キャリア教育」において想定され

る進路からも外れていることが多いため、 学生

の立場からすれば、 それらを目指すことには大

きな「不安」が付きまとう。 しかし、 本研究会

での議論を踏まえれば、 大学教員や学芸員と

いった専門職のジョブマ ー ケットは、 少なくと

も民俗学周辺という範囲に限れば、 5

タイムスパンで人材需給の動向が大きく変化し

ているようにも思われる。 こうしたことから

は、 一般論としての「不安」にとらわれ過ぎず、

戦略的に動いていくこと される

のではないだろうか。 コー デイネ ー ター の

氏からも、 総括として、 研究を辞めずに続けて

いくこと （含ポスドク）も

含めてキャリアを自ら切り拓いていくことの可

能性が指摘された。

ただし、 本研究会で見出された、 研究を辞め

ずに続けていくこと、 自らキャリアを切り拓い

ていくことの可能性は、 ただそれだけをスロー

ガンとするのみでは課題が残ることとなろう。

今回は、 コロナ禍で通常の対面形式での学会 ・

きないという状況を踏まえて取

り急ぎ企画したが、 今後は今回の研究会のよう

な場だけではなく、 若手研究者に向けて、 より

キャリアの長い研究者が経験をシェアしたり、

ピアで助け合ったりするよう

な仕組み作りを、 学会としても考えていく必要

があるのではないだろうか。

本研究会は、 いわゆる通常の研究会とはやや

異なる趣旨で実施したものであり、 かつブレイ

クアウトセッションを用いた議論等、 ご参加の

皆様には初の試みでご負担をおかけしたと拝察

している。 ご参加くださった皆様、 そしてご自

身の体験を快くご紹介くださった発表者の皆様

に、 心より御礼申し上げる。 本研究会を通じ

て、 民俗学の研究を（一時的な中断があったと

しても）辞めずに続けてくださる方が一人でも

増え、 その研究活動の場として現代民俗学会が

有効に活用されることを祈念している。

（弘前大学）
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『民俗学の思考法』をどう読むか
一 日常とヴァナキュラーの民俗学一

報告者：澤井真代・徳永紗英•松村利規
リプライ：門田岳久
コ ー ディネ ー タ ー ：川松あかり 。 島村恭則

趣意書

『民俗学の思考法』をどう読むか

一 日常とヴァナキュラ ー の民俗学一

島村恭則

本年(2021年）3月、 新たな民俗学のテキス

トとして『民俗学の息考法ー〈いま · ここ〉の

日常と文化を捉える』（慶應義塾大学出版会）

が刊行された。 これまでの民俗学教科書の多く

が 「民俗」の事例紹介にとどまっていたのに対

して、 この本は、「日常」と 「ヴァナキュラ ー 」

を主軸に据え、 民俗学的な 「ものの見方」や方

法、 理論的展望などを明示しようとしていると

ころに特徴がある。

本研究会では、①博物館や自

場、 ②大学教育の現場、 ③民俗学を学ぶ学生、

という3つの立場からの報告をもとに、 本書の

持つ可能性やこれからの民俗学の展望について

る。

（関酉学院大学）

第1報告

教科書としてどう読むか

澤井真代

は、 自分を取り巻く日常の「当たり前」

を、〈いま • ここ〉に至る 「歴史」とともに捉

える 「民俗学の思考法」が、 一人ひとりの自ら

の文化的環境を相対化する契機として打ち出さ

れている。 その意義をふまえながら、 本書を大

学教育の現場で民俗学の教科書として読むため


