
学部・教学機関名（　産業社会学部　)

No クラス 開講期間 担当教員氏名 対象となった学習活動の区分 対象となった学習活動 活動期間 国内・国外 主たる活動場所
（都道府県・都市名）

給付者人数
（単位：名）

1 AA 通年 乾亨 調査または資料収集
鹿児島県鹿屋町柳谷集落のまちづくり活動視察、鹿児島市の歴史遺産を利

用した地域活性化視察 9/22-25 国内
鹿児島・鹿屋市

鹿児島市
18

2 1A 通年 江口友朗
調査または資料収集

社会と連携した取り組み
デリー市中及び近郊における企業等でのヒアリング調査および、インド校

友会の方との交流 9/17-22 国外 インド 19

3 3B 通年 権学俊 調査または資料収集
植民地時代と現代韓国のスポーツ文化、韓国の民主化過程や日韓関係につ

いて資料収集と見学の実施 11/30-12/3 国外 韓国 14

4 3B 通年 権学俊 調査または資料収集 日本の植民地支配と戦後台湾の民主化過程について資料収集、見学の実施 11/10-13 国外 台湾 13

5 EC 通年 黒田学 調査または資料収集
東南アジアにおける障がい者問題の比較研究を進めるために、現地の障が

い児学校や施設の訪問調査の実施 9/3-13 国外 ベトナム・カンボジア 2

6 2D 通年 小泉秀昭 社会と連携した取組み 協力企業とのプロジェクトに関する最終プレゼンテーションの実施 8/2-4 国内 千葉 16

7 2E 通年 小泉秀昭 社会と連携した取組み 協力企業とのプロジェクトに関する最終プレゼンテーションの実施 8/2-4 国内 千葉 7

8 2H  通年 坂田謙司
調査または資料収集

他大学・教育機関・研究機関と
の合同の取り組み

帯広市音更町の地域振興課との合同交流会、コミュニティFM局への訪問な
ど 9/2-9 国内 北海道・札幌市/帯広市 9

9 2H 通年 坂田謙司
調査または資料収集

他大学・教育機関・研究機関と
の合同の取り組み

広島経済大学、香川大学との合同発表・交流会(ラジオ番組製作プロジェ
クト） 12/8-9 国内 広島・広島大学 9

10 SB 通年 坂田謙司
調査または資料収集

東京のメディア企業訪問、レクチャー、現場見学等 9/18-19 国内 東京・渋谷区 4

11 1E 通年 櫻井純理 調査または資料収集
東京都内の基礎自治体(区)における政策の立案・実施の状況に関する聴き

取り調査の実施 9/20-21 国内 東京・三鷹市 14

12 FA 通年 鎮目真人
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み
国学院大学との合同フィールドワーク、ゼミ 9/21-23 国内 東京・渋谷区 8

13 FA 通年 鎮目真人
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取組み
トロント大学にて、トロントにおける移民政策、若者の貧困対策、教育政

策などについて講義を受けるとともに、現地の関連施設を訪問した 1/31-2/7 国外 カナダ・トロント 6

14 AD 通年 杉本通百則 調査または資料収集 長野県飯田市の公民協働型市民共同発電事業の視察・調査 8/2-3 国内 長野・飯田 9

15 5C 通年 丹波史紀 調査または資料収集 東日本大震災で避難した被災者とその支援団体へのヒアリング 9/11-14 国内 沖縄 12

16 BA 通年 仲間裕子 調査または資料収集
香川県、直島、豊島の芸術作品と高松市のイサム・ノグチ庭園美術館の彫

刻群の見学調査 9/16-18 国内 香川・直島,豊島 8

17 AG 通年 永橋爲介 調査または資料収集
松山市街地におけるコンパクトシティ政策ならびに「まちまるごとミュー

ジアム構想」の実情把握のためのフィールドワーク 2/24-25 国内
愛媛・松山市

今治市
7

18 AF 通年 永橋爲介 調査または資料収集 白川中流域で行われている地下水保全活動尾に関するフィールド調査 9/9-12 国内
熊本・菊陽町

熊本市
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19 SC 通年 永橋爲介 社会と連携した取組み
大垣市上石津時山地区に現存する小水力発電の再稼動を通した地域活性化
の一環として、伝統行事への参加ならびに地域のフィールドワーク、打合

せ
9/7-9 国内 岐阜・大垣市 3

20 4B 通年 野田正人
調査または資料収集

他大学・教育機関・研究機関と
の合同の取り組み

旭川大学コミュニティ福祉学部ゼミとの交流、旭山動物園、北海道家庭学
校、同博物館、網走監獄博物館などの見学 9/18-21 国内 北海道・紋別、網走、旭川 2

21 EC 通年 野田正人
調査または資料収集

他大学・教育機関・研究機関と
の合同の取り組み

旭川大学コミュニティ福祉学部ゼミとの交流、旭山動物園、北海道家庭学
校、同博物館、網走監獄博物館などの見学 9/18-21 国内 北海道・紋別、網走、旭川 11

22 5J 通年 山本耕平 社会と連携した取組み 引きこもり当事者の居場所に参与し、居場所とはなにかを調査する 10/27-28 国内 和歌山・伊都郡 16

23 AI 通年 吉田誠
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取組み
横浜国立大学、明治大学、東京女子大学のゼミとの交流発表会 11/17-18 国内 神奈川・横浜国立大学 13

24 SH 秋学期 坂本利子
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み

APUの日本語プロジェクトE受講の国際学生と交流授業の一環として対面交
流を実施し、協働プロジェクトのテーマについて議論し、グループごとの

テーマ、スケジュール作成などを実施
11/10-11 国内 APU 7

25 5D 通年 津止正敏 社会と連携した取り組み
那覇市の男女共同参画センターにて、育児、介護と仕事など、家庭支援プ

ログラムについて学ぶ 11/19-20 国内 沖縄県那覇市 11

26 3A 通年 金山千広 調査または資料収集
日本財団パラリンピックサポートセンター見学、簡易レクチャー、パラア

リーナ見学、現役車いすバスケ日本代表との対面 12/5-6 国内
東京都　日本財団パラアリー

ナ
15

27 3A 通年 金山千広 調査または資料収集
日本財団パラリンピックサポートセンター見学、簡易レクチャー、パラア

リーナ見学、現役車いすバスケ日本代表との対面 12/5-6 国内
東京都　日本財団パラアリー

ナ
13

28 3B 通年 権学俊
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み
一橋大学、福島大学、立命館大学の合同ゼミ研究会 12/15-16 国内

東京都国立市
一橋大学

13

29 3B 通年 権学俊
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み
一橋大学、福島大学、立命館大学の合同ゼミ研究会 12/15-16 国内

東京都国立市
一橋大学

18

30 5E 通年 松田亮三
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み
金沢大学、京都橘大学の社会福祉・社会保障に関わる2つのゼミと合同ゼ

ミ大会を開催し、学修成果の報告,交流を行う 12/15-16 国内 石川県金沢市 5

31 BB 通年 仲間裕子 調査または資料収集 今日の日本のアートを見学し、アートの美的、社会的な機能を知る 2/14-2/15 国内 東京・森美術館 4

32 2H 通年 坂田謙司
調査または資料収集

他大学・教育機関・研究機関と
の合同の取り組み

2018年9月の胆振東部地震に関する地域メディア（TVとラジオ）の活動内
容調査。ツーリズムと地域振興に関するフィールドワーク 1/29-2/2 国内

北海道・帯広市・
札幌市

5

33 FC 通年 松島綾 調査または資料収集 台湾台北市とその周辺における日本文化の影響の考察 2/15-18 国外 台湾・台北とその周辺 5

34 FC 通年 富永京子
他大学・教育機関・研究機関と

の合同の取り組み
シンガポール国立大学、シンガポールマネジメント大学の先生方とのミー

ティングから「外から見た日本」についての知見を深める。 2/23-26 国外 シンガポール国立大学 9
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