地域・社会での活動を通して、大学で学ぶ

2017 年度サービスラーニング科目 受講案内
サービスラーニング科目概要
サービスラーニングセンターでは、地域社会での問題解決活動への参加を経験学習の機会として位置づけた授業（正課）
プログラムを、正課外のさまざまな活動と並行して体系的に展開しています。学生が社会や地域の人びととつながり、働きか
けを通して、人間性と専門性を深めることができる学びと成長の場となっています。

選考科目
各科目指定の期間内にサービスラーニングセンターの HP（http://www.ritsumei.ac.jp/slc/）から、必要事項（学生証番
号・氏名・志望理由その他）を入力して、エントリーを行ってください。記載内容を元に選考を行います。
説明会や具体的なエントリー方法、各プロジェクトの詳細等については、サービスラーニングセンターHP を確認して下さい。
「全学インターンシップ」 通年科目 《対象：2 回生以上（2012 年度以降入学生）》
夏期休暇中など、一定期間の集中した現場とのかかわりの中で、仕事と暮らし、教養と専門をつなぐ学びを導きます。サ
ービスラーニングセンターからは、NPO・行政機関など、社会問題の解決に取り組む各種団体へのインターンシップの機会を
提供します。
エントリー期間：4 月 13 日（木）10：00～4 月 24 日（月）11：00 サービスラーニングセンターHP より
【全学インターンシップ受講ガイダンス（イントロダクション・オリエンテーション）】（各回説明内容は同じです）
キャンパス
衣笠
BKC
OIC

日時

会場

①4 月 10 日（月）6 限

敬学館 235

③4 月 19 日（水）6 限

敬学館 259

①4 月 11 日（火）6 限

アドセミナリオ A309

③4 月 19 日（水）4 限

ラルカディア R402

①4 月 10 日（月）6 限

AN221

③4 月 18 日（火）6 限

AN221

日時

会場

②4 月 17 日（月）6 限

敬学館 235

②4 月 12 日（水）6 限

アドセミナリオ A309

②4 月 13 日（木）6 限

AN221

※詳細は以下の『「シチズンシップ・スタディーズⅠ」受講ガイダンスの開催について』をご覧ください。

「シチズンシップ・スタディーズⅠ（地域活性化ボランティア）」 通年科目 《対象：1 回生以上》
この科目は、地域社会の一員としての自覚と能力を育むことを目標とし、まちづくり、教育、福祉、環境など地域課題に即し
た「プロジェクト」の中で、42 時間以上のボランティア活動をしながら学ぶ科目です。 その過程では、活動する地域の方々と
の協働や、チームの仲間との連携を通して課題を解決していきます。確かな問題意識を持って自発的に取り組むことで、新
たな視野を得ることができます。
エントリー期間：3 月 23 日（木）10：00～4 月 6 日（木）11：00 サービスラーニングセンターHP より
※受講ガイダンス日程は以下の『「全学インターンシップ」受講ガイダンスについて』をご覧ください。
抽選科目
各学部の「履修・登録の手引き」の受講登録についてのページの案内に従って登録してください。
登録申請期間：4 月 3 日（月）10：00～4 月 5 日（水）11：00
「地域参加学習入門（地域参加活動入門、近江・草津論）」 《対象：1 回生以上》
地域活動への参加は、地域に貢献するだけでなく、参加する学生にとっても人間的な成長や、専門知識への関心を高め
るなど多くのことを得ることが出来ます。本講義では地域活動の意義を歴史的・社会的な観点から理解するとともに、実際の
活動への動機づけをおこない、活動に参加するための心構えを身につけることができます。
「現代社会のフィールドワーク」 《対象：1 回生以上（2012 年度以降入学生）》
この科目では、「格差」や「共生」といった時代のキーワードをひもとき、サービスラーニングの視点を用いて、他者へのかか
わりを通じた多様なコミュニティでフィールドワークを行い、社会における問題の発見から解決までのシナリオを、他者と協働
して探ることを目的としています。社会の抱える多くの「問題群」から、個別具体的な「課題」を見極める、世の中の「目利き」を
目指しましょう。
「シチズンシップ・スタディーズⅡ」 《対象：2 回生以上（2012 年度以降入学生）》
低回生配当のサービスラーニング手法を用いた演習型科目として、各学部における専門学習への導入時に培われた自
己と社会への学問的な関心に基づき、グループ単位で事業（講演会をはじめ各種イベント等）の運営を補佐し、問題解決の
実践に取り組みます。具体的には、各種の実践の到達点と課題から、新たな活動を設計・構想するための集団的な活動の
意義と、それらに参加する者に求められる素養を学びます。それらによって、自己を省察し他者との互恵を導く経験学習の
機会とします。
「ソーシャル・コラボレーション演習」 《対象：2 回生以上（2012 年度以降入学生）》
この科目では、地域から持ち込まれる具体的な社会問題に対して、新たな解決策を企画検討し、実践可能なプランの策
定に取り組みます。他の受講生や既に活動している実践者との協働（コラボレート）のもとで、社会を革新していくアイデアを構
想していきます。この経験を通じて、用意された活動に参加するだけではなく、大学での学びを活かして新たな活動をつくりだ
していく力の獲得を目指しましょう。
単位授与分野・各学部での開講について
2012 年度以降入学生のカリキュラムでは教養科目として位置づけられていますが、2011 年度以前入学生のカリキュラムで
は他の分野での単位授与、または受講できない場合があります。各自学修要覧で確認してください。

お問い合わせ
立命館大学サービスラーニングセンター
（衣笠）有心館 1 階
TEL：075-465-1952
（BKC）アドセミナリオ 1 階
TEL：077-561-5910
（OIC）A 棟１階 AN 事務室
TEL：072-665-2195
E-mail：ritsvc@st.ritsumei.ac.jp
HP：http://www.ritsumei.ac.jp/slc/

「シチズンシップ・スタディーズⅠ」受講ガイダンスの開催について
「シチズンシップ・スタディーズⅠ（地域活性化ボランティア）」は、サービスラーニングセンターが開講する正課科
目で、地域社会の一員としての自覚と能力を育むことを目標とし、まちづくり、教育、福祉、環境など地域課題に即し
た「プロジェクト」の中で、42 時間以上のボランティア活動をしながら学ぶ科目です。各プロジェクトに関する説明や先
輩による体験談も聞くことが出来ますので、興味を持った方はぜひ参加してください。

【日時・会場】（各回説明内容は同じですが、キャンパスごとに開講するプロジェクトの説明を行います。）
キャンパス

衣笠

BKC

OIC

日時

会場

日時

会場

①3 月 23 日（木）11:45～12:45

研心館 642

②3 月 24 日（金）11:45～12:45

研心館 642

③4 月 4 日（火）12:00～13:00

洋洋館 973

④4 月 5 日（水）14:15～15:15

洋洋館 973

⑤4 月 5 日（水）15:15～16:15

洋洋館 973

①3 月 24 日（金）11:45～12:45

アドセミナリオ A201

②3 月 24 日（金）15:15～16:15

アドセミナリオ A201

③4 月 4 日（火）12:00～13:00

アドセミナリオ A201

④4 月 5 日（水）14:15～15:15

CⅠ205

⑤4 月 5 日（水）15:15～16:15

CⅠ205

①3 月 23 日（木）14:30～15:30

AS368

②3 月 24 日（金）11:45～12:45

AS368

③4 月 4 日（火）12:00～13:00

C372

④4 月 5 日（水）14:15～15:15

AS368

⑤4 月 5 日（水）15:15～16:15

AS368

【説明内容】
・ 「シチズンシップ・スタディーズⅠ」の受講の流れ
・各プロジェクトの概要
・2016 年度受講生の声 など

【2017 年度開講プロジェクト一覧】
衣笠開講プロジェクト
減災×学びプロジェクト

時代祭応援プロジェクト

ユース街づくりスタッフ「チーム街スタ」プロジェクト

「里山体験プログラム」を企画するプロジェクト

BKC 開講プロジェクト
つながる高島・伝統を未来へプロジェクト
農業から地域を元気に！プロジェクト
－地域の未来をつなぐ防災キャンプ－
草津街あかり・華あかり・夢あかりプロジェクト

多文化共生（異文化交流）体験プロジェクト

OIC 開講プロジェクト
地域通貨で子どもがハッピーになるプロジェクト

茨木火起こしプロジェクト―茨木北部地域の活性化―

3 キャンパス合同開講プロジェクト（全キャンパスの学生が応募できます）
ネパール・子どもスマイルプロジェクト

ネパール・女性×フェアトレードプロジェクト

【受講登録について】
この授業は選考科目です。サービスラーニングセンターHP よりエントリーしてください。

http://www.ritsumei.ac.jp/slc/curriculum/detail/studies1.html/
エントリー期間：3 月 23 日（木）10：00～4 月 6 日（木）11：00
立命館大学サービスラーニングセンター

（衣笠）有心館 1 階

TEL：075-465-1952

E-mail：ritsvc@st.ritsumei.ac.jp

（BKC）アドセミナリオ１階

TEL：077-561-5910

（OIC）A 棟１階 AN 事務室

TEL：072-665-2195

NPO、行政機関等の現場で社会との関わり、働き方を考える
2～6 回生対象

2017 年度サービスラーニングセンター開講授業

「全学インターンシップ」受講ガイダンスについて
サービスラーニングセンターによる「全学インターンシップ」は、社会的な問題解決のための働
き方を知るための、参加型学習による科目です。NPO、行政機関を中心とする受入先と受講
生との協議のもと、活動計画を作成し、主体的な学びの機会を創出する授業となっています。
また、単にインターンシップ先での就業体験だけを目的としたものではなく、省察と互恵を鍵と
するサービスラーニングの手法を重視します。
【授業概要】
〇科目名：「全学インターンシップ」
〇開講期間：通年
〇単位数：２単位
〇配当回生：2 回生以上（2012 年度以降入学生対象・2017 年度は 2～6 回生のみ受講可）
〇受講登録制限外科目
※「全学インターンシップ」は選考科目のためエントリーが必要です。
授業の詳細やインターンシップ先の情報は、以下のサービスラーニングセンターHP のシラバ
ス、受講ガイドを参照してください。
http://www.ritsumei.ac.jp/slc/curriculum/detail/internship.html/
※インターンシップ先は、「全学インターンシップ」の受講が許可になった後、インターンシップ受入先とのマッチング（対面に
よる相談会）によって決定します。必ずしも第１希望の団体でインターンシップができるとは限りません。

【受講方法】

（１）受講ガイダンス（イントロダクション・オリエンテーション）
以下のとおり受講ガイダンス（イントロダクション・オリエンテーション）を行います。受講を考えている方はで
きるだけ出席してください。
キャンパス
衣笠
BKC
OIC

日時

会場

①4 月 10 日（月）6 限

敬学館 235

③4 月 19 日（水）6 限

敬学館 259

①4 月 11 日（火）6 限

アドセミナリオ A309

③4 月 19 日（水）4 限

ラルカディア R402

①4 月 10 日（月）6 限

AN221

③4 月 18 日（火）6 限

AN221

日時

会場

②4 月 17 日（月）6 限

敬学館 235

②4 月 12 日（水）6 限

アドセミナリオ A309

②4 月 13 日（木）6 限

AN221

（２）エントリー方法 ※受講ガイダンス（イントロダクション・オリエンテーション）に出席していない場合もエントリー可。
エントリー期間：4 月 13 日（木）10：00～4 月 24 日（月）11：00
エントリー方法：サービスラーニングセンターホームページ内教育カリキュラム「全学インターンシップ」の
ページより、Ｗeb 上にて必要事項を入力し、エントリーしてください。記載内容を元に選考を行います。
http://www.ritsumei.ac.jp/slc/curriculum/detail/internship.html/
（３）受講許可発表
日
時：4 月 28 日（金）13：00
発表場所：各キャンパスサービスラーニングセンター・HP
お問い合わせ
立命館大学サービスラーニングセンター

（衣笠） 有心館 1 階

TEL： 075-465-1952

e-mail：ritsvc@st.ritsumei.ac.jp

（BKC） アドセミナリオ１階

TEL： 077-561-5910

（OIC） A 棟１階 AN 事務室 TEL： 072-665-2195

