
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 2A 通年 飯田　豊
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

東海大学との合同ゼミ・メディア関連企業に対する訪問調査，および専門
家に対するヒアリング 9/9-9/13 国内 東京 18

2 4B 通年 伊藤　隆司 調査または資料収集
愛知県半田市において、作家新見南吉の足跡を調査し、代表作「ごんぎつ

ね」等の背景を探求する 9/8 国内 愛知 7

3 AA 通年 乾　亨 社会と連携した取り組み
笠岡市笠岡諸島で活動をする「ＮＰＯしまづくり海社」の活動を学ぶ，尾

道市の空き家再生プロジェクトの活動を学ぶ 9/17-9/19 国内 岡山・広島 11

4 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
日系企業へのヒアリング調査、現地でのアクティブラーニング、現地校友

会会員との交流 9/2-9/8 国外 マレーシア 25

5 DB 通年 柏木　智子 調査または資料収集 海女小屋への調査活動と女性活躍に関する資料収集 8/17-18 国内 和歌山 6

6 3B 通年 権　学俊 調査または資料収集
3泊4日の韓国合宿を通して、、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を行う。 9/9-9/12 国外 韓国 12

7 3B 通年 権　学俊 調査または資料収集
フランス植民地時代とベトナム戦争関連の記念館・戦跡を見学、勉強する

とともに、現代ベトナムのスポーツについて学ぶ 11/7-11/11 国外 ベトナム 17

8 EB 通年 黒田　学 調査または資料収集
東南アジアにおける障害者問題の比較研究を進めるために、現地の障害児

学校や施設の訪問調査を実施する。 9/1-9/9 国外 ベトナム 3

9 2I 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

地域メディア（コミュニティ・ラジオ）の実践に関するフィールドワーク 9/6-9/13 国内 北海道 6

10 SH 春学期 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日本語プロジェクトのクラスとの共修授業の一環として、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、メンバー編成、スケジュール作成などを行った
5/11-5/12 国内 大分（APU) 4

11 FC 通年 鎮目　真人
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

トロント大学のDept.of.Continuing Studies所属のBill　Mboutsiadis氏
(Full-time Instructor)、から、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

9/2-9/12 国外 カナダ・トロント 6

12 5G 通年 丹波　史紀 調査または資料収集
ひとり親家庭の生活問題とその支援について、ひとり親家庭の施策で取り
組んでいる自治体やNPOなどについて訪問をし、ヒアリング調査を行う。 12/12-12/14 国内 北海道 12

13 FB 通年 筒井　淳也
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
立命館大学産業社会学部筒井ゼミと、APU井口由布ゼミとの研究交流。 10/25-10/28 国内 大分 13

14 5D 通年 津止　正敏
調査、資料収集

地域と連携した取り組み
①認知症の人と家族の会沖縄県支部と連携して認知症「サポーター養成講

座」の受講①家族介護者との懇談会の開催③ゼミ交流 9/24-9/26 国内 沖縄 12

15 1J-1 通年 永野　聡
調査または資料収集

社会と連携した取り組み

ソーシャルイノベーション・ソーシャルデザインのフィールド調査を通し
た実践知の獲得、および卒業論文執筆に向けた社会課題の発見的手法の学

習
6/29-6/30 国内 三重県 5

16 1J-3 通年 永野　聡
調査または資料収集

社会と連携した取り組み

ソーシャルイノベーション・ソーシャルデザインのフィールド調査を通し
た実践知の獲得、および卒業論文執筆に向けた社会課題の発見的手法の学

習
7/6-7/7 国内 福井 5

17 1J-4 通年 永野　聡
調査または資料収集

社会と連携した取り組み

ソーシャルイノベーション・ソーシャルデザインのフィールド調査を通し
た実践知の獲得、および卒業論文執筆に向けた社会課題の発見的手法の学

習
6/15-6/16 国内 宮城 4

18 AG 通年 永橋　爲介 調査または資料収集 倉吉市におけるコンテンツまちづくりの実態把握フィールド調査 9/16-9/17 国内 鳥取 11
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19 SB 通年 永橋　爲介 社会と連携した取り組み
大垣市時地区におけるバイオマスエネルギーの普及状況と地域伝統行事運

営の支援 9/13-15 国内 岐阜 6

20 3D 通年 中西　純司
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

ホテルセキアリゾート＆スパ(熊本県玉名郡南関町）において「スポーツ価
値共創Lab研究交流会」を3泊4日の日程で実施し、本年度は久留米大学行實

ぜミ、静岡大学村田ゼミ、本学中西ゼミが参加予定である
8/27-8/30 国内 福岡 11

21 BB 通年 仲間　裕子 調査または資料収集 直島・豊島各美術館等見学調査 8/21-8/23 国内 香川 18

22 4B 通年 野田　正人 調査または資料収集
東日本大震災時の地域と学校が直面した課題と復興状況ならびに民俗学発

祥の地としての遠野と宮沢賢治の文学に関する見分を広げる。 9/9-9/11 国内 岩手 2

23 5I 通年 長谷川　千春
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
他大学及び本学経済学部の各3回生ゼミとの合同研究発表会を企画し、共同

論文に基づく研究発表、他大学ゼミとの研究交流及び国会議事堂見学 12/15-12/16 国内 東京 2

24 FC 通年 松島　綾 調査または資料収集 韓国の歴史と文化を学ぶ 1/31-2/3 国外 韓国 6

25 AH 通年 吉田　誠
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
産業社会学を専門とする他大学の教員の演習との研究交流発表会 11/23-11/24 国内 東京 11

26 AH 通年 吉田　誠
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
産業社会学を専門とする他大学の教員の演習との研究交流発表会 11/23-11/24 国内 東京 8

27 2E 通年 小泉　秀昭
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
社会と連携した取り組み

協力企業とのプロジェクト報告会および他大学との合同勉強会 8/1-8/4 国内 東京 17

28 2D 通年 小泉　秀昭
他大学・教育機関・研究機関との合同の取

り組み
社会と連携した取り組み

協力企業とのプロジェクト報告会および他大学との合同勉強会 8/1-8/4 国内 東京 12

29 1E 通年 櫻井　純理 調査または資料収集 企業のオフィス・施設見学とインタビュー調査 9/11-9/12 国内 東京 15

30 DB 通年 柏木　智子
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

朝食子ども食堂を実施している名護市立屋部中学校でのインタビュー、辺
野古フィールドワーク、大東文化大学学生との合同ディスカッション 2/6-2/9 国内 沖縄県名護市 6

31 3A 通年 金山　千広
調査または資料収集

ASICS Sports Complex TOKYO BAYを訪問し、最新の施設見学及びスポーツ
キャリアに関する講義を受ける。パラリンピックサポートセンターを運営
する日本財団パラアリーナを訪問し、障害者スポーツの競技団体のサポー

ト体制を知る。卒業論文に向けた最終的なデータ収集を行う。

12/10-12/11 国内 東京都品川区 15

32 2C 通年 川口　晋一
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

福島大学との合同ゼミ研究会、相馬市の震災関連施設の見学，資料収集 11/29-12/1 国内 福島県・福島大学他 13

33 3B 通年 権　学俊
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

震災関連施設の見学調査、資料収集を行うとともに、一橋大学社会学部・
福島大学政策学部との合同合宿研究会を実施した。 11/29-12-1 国内 東京・福島 12

34 3B 通年 権　学俊
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

震災関連施設の見学調査、資料収集を行うとともに、一橋大学社会学部・
福島大学政策学部との合同合宿研究会を実施した。 11/29-12/1 国内 東京・福島 9

35 EB 通年 黒田　学
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

東南アジアにおける障害者問題の比較研究を進めるために、ホーチミン市
およびハノイの障害児者施設・学校（サオマイ障害児療育センター、ニャ
ンチン学校、スワンベーカリーなど）を訪問調査士、研究レポートの作成

を行う。

1/31-2/5 国外 ベトナム 2

36 1E 通年 櫻井　純理 調査または資料収集 シェア金沢の取り組みに関する視察と資料収集 11/27-11/28 国内 石川・金沢 8

37 ED 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、早稲田大学の社会福祉・社会保障に関わる3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。 12/14-15 国内 石川・金沢 3

38 BA 通年 仲間　裕子 調査または資料収集
現代美術と伝統美術の比較考察の基盤となる見学調査を、金沢21世紀美術

館、石川県立美術館、石川県七尾美術館にて行う。 11/22-11/24 国内 石川・金沢・七尾 5

39 5C 通年 丹波　史紀 調査または資料収集
東日本大震災とまちづくりをテーマとする学習活動の一環として、九州で
避難者支援に取り組む「被災者支援ふくおか市民ネットワーク」を訪問。

ＡＰＵ訪問
12/16-12/18 国内 福岡・大分APU 9
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40 AE 通年 永橋　爲介 地域と連携した取り組み 岐阜県大垣市上石津町時地区における森林間伐施業体験フィールドワーク 11/30-12/1 国内 岐阜・時地区 10

合計 377

専門演習


