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1 4A 通年 伊藤　隆司 調査,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。 9/6 国内 愛知県半田市 4

2 4A 通年 伊藤　隆司 調査、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。 9/6 国内 愛知県半田市 8

3 AA 通年 乾　亨
地域や社会と連携したPBL型の取

り組み
大分県中津市総合政策課と連携し、地域の魅力発見WS+地域交流

福岡県福岡市街地視察+中津との比較考察 9/20-23 国内
大分・中津市

福岡・県福岡市
23

4 EB 通年 文　楚雄 調査、資料収集
専門演習「食文化の国際比較」ゼミの学習の一環としてシンガポールにて調査活

動 9/18-22 国外 シンガポール 12

5 SL 通年 文　楚雄 調査、資料収集
企画研究「中国の文化と社会」の授業の一環として、中国の上海、蘇州、南京を

回り、現地調査を行った 8/22-27 国外 中国 7

6 1A 通年 江口　友朗
調査、資料収集

他大学・機関と合同の取組み
地域や社会と連携したPBL型の取

ヴェトナム・ホーチミン市に所在する日系企業13社を訪問し、学術ヒアリング調
査を実施すると共に、立命館OBからも海外で働くことについて話を伺った 8/27-9/1 国外 ヴェトナム 18

7 SK 通年
金山　勉

増田　幸子

調査、資料収集
他大学・機関と合同の取組み

地域や社会と連携したPBL型の取
組み

産業社会学部と韓国・西江大学コミュニケーション学部との間で2013年に締結し
た学術交流協定に基づくインターナショナル・メディア・スタディーズ・キャン
プの共同学習プログラムの実施とPBLを絡めた韓国のメディア現地調査を行な

う。

9/17-23 国外 韓国 19

8 2D 通年 金山　勉
調査、資料収集

地域や社会と連携したPBL型の取
組み

日本におけるメディア・コミュニケーションの概要にかかわるクラス内での学び
を基盤として、日本国内のメディアの最新事情を東京を本社（拠点）とするメ

ディア企業を訪問し、メディアプロフェッショナルから知見を得ることで学びを
深める。

8/1-3 国内
東京・港区

中央区
18

9 3B 通年 権　学俊 調査、資料収集
植民地時代と現代韓国のスポーツ文化、韓国の民主主義過程や日韓関係について

研究する教育プログラム 8/21-24 国外 韓国 13

10 3A 通年 権　学俊 調査、資料収集
グアム実習調査を通して、グアムにおける戦跡とスポーツイベント、スポーツ文

化を学習・調査することができた 10/27-31 国外 グアム 9

11 2E 通年 小泉秀昭 他大学・機関と合同の取組み 青山学院大学芳賀ゼミおよび立教大学有馬ゼミとの合同勉強会、その他の活動 8/4-6 国内 東京・豊島区 16

12 2F 通年 小泉秀昭 他大学・機関と合同の取組み 青山学院大学芳賀ゼミおよび立教大学有馬ゼミとの合同勉強会、その他の活動 8/4-6 国内 東京・豊島区 3

13 2G 通年 坂田　謙司 他大学・機関と合同の取組み 大学でラジオや地域課題を学ぶ学生との交流。ラジオ局研修 8/27-9/2 国内
北海道・札幌市

帯広市
6

14 SE 後期 坂田　謙司 調査、資料収集 授業内容と関連する東京のメディア企業を訪問し、受講内容をより深める内容 3/15-16 国内 東京・渋谷区他 3

15 SF 後期 坂田　謙司 調査、資料収集 授業内容と関連する東京のメディア企業を訪問し、受講内容をより深める内容 3/15-16 国内 東京・渋谷区他 4

16 FA 通年 鎮目　真人 他大学・機関と合同の取組み
国学院大学経済学部根岸毅宏ゼミとの合同フィールドワーク
（LGBTに関わる研究グループ・子どもの貧困研究グループ） 9/19-20 国内 東京・渋谷区 5

17 1J 通年 杉本　通百則 調査、資料収集
石炭、造船産業都市から海洋資源・再生可能エネルギーの活用による環境都市・

長崎市の地域再生について学ぶ 9/4-5 国内 長崎・長崎市 12
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18 FD 通年 富永　京子 調査、資料収集 観光学の観点から"島”の観光を考える 9/20-21 国内 香川・小豆島 10

19 AF 通年 永橋　爲介 調査、資料収集 メガソーラー発電事業による持続可能なまちづくりのフィールド調査 9/2-3 国内 岡山・瀬戸内市 11

20 SB 通年 永橋　爲介
地域や社会と連携したPBL型の取

り組み
岐阜県上石津時地区で、発電所取水口の測量調査、水量調査の為の地元打ち合わ

せと地域伝統行事運営の支援 9/8-10 国内 岐阜・大垣市 5

21 BB 通年 仲間　裕子 調査、資料収集 現代アートの見学調査、およびアートで活性化するコミュニティの体験 8/23-25 国内 香川・直島　豊島 13

22 EC 通年 野田　正人 他大学・機関と合同の取組み
那覇市教育委員会教育支援センター見学と講義受講及び沖縄国際大学総合文化学

部　比嘉昌哉教授ゼミとの交流 8/29-31 国内
沖縄・那覇市

宜野湾市
9

23 EB 通年 野田　正人 他大学・機関と合同の取組み
那覇市教育委員会教育支援センター見学と講義受講及び沖縄国際大学総合文化学

部　比嘉昌哉教授ゼミとの交流 8/29-31 国内
沖縄・那覇市

宜野湾市
6

24 1E 通年 吉田　誠 他大学・機関と合同の取組み
首都圏の3大学で産業社会学の教員の下に学ぶゼミ生が集合し、日頃自分たちが

取り組んでいる研究成果や課題について報告、討議する。 10/28-29 国内 東京・千代田区 16

25 1G 通年 吉田　誠 他大学・機関と合同の取組み
首都圏の3大学で産業社会学の教員の下に学ぶゼミ生が集合し、日頃自分たちが

取り組んでいる研究成果や課題について報告、討議する。 10/28-29 国内 東京・千代田区 3

26 5D 通年 津止　正敏
地域や社会と連携したPBL型の取

り組み
福岡県の男女行動参画センターや社会福祉協議会、認知症の人と家族の会福岡支

部でのフィールドワーク 8/1-3 国内

福岡県・北九州市・
直方市・福津市・春

日市
13

27 5C 通年 津止　正敏
地域や社会と連携したPBL型の取

り組み
鳥取県米子市,島根県松江市でのフィールドワーク 8/28-30 国内

鳥取県・米子市
島根県・松江市

11

28 SH 後期 坂本　利子 他大学・機関と合同の取組み

APUの日本語プロジェクトのクラスとの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、メンバー編成、スケジュール作成などを行っ
た。

11/4-5 国内 大分・別府市 14

29 SJ 通年 景井　充
調査、資料収集 NPOを中心とする非営利団体の新しい連合体として2017年6月に設立された「新公

益連盟」を訪問し、ソーシャルイノベーション、ソーシャルデザインの新たな動
向や今後の展望についてヒヤリングを行った。

11/22 国内 東京・港区 4

30 3A 通年 金山　千広
調査、資料収集

学会コンペティションへの参加

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,日本障がい者ス
ポーツ協会主催第1回障がい者スポーツ関係学会合同コングレス～東京2020レガ

シースポーツを通じた共生社会の創造～出席
12/15-17 国内 東京・港区　新宿区 13

31 5E 通年 松田　亮三 他大学・機関と合同の取組み
金沢大学の社会福祉・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。 12/16-17 国内 石川・金沢市 3

32 FC 通年 富永　京子 他大学・機関と合同の取組み
台湾国立政治大学,国立台北大学の学生との交流を行いながら、自らの過ごして
きた日本という地域と、他地域との相対的な比較検討を行うことを目的とした 2/5-8 国外 台湾 9

33 AA 通年 乾　亨
地域や社会と連携した

PBL型の取り組み
気仙沼：南町紫市場(復興商店街）でのヒアリング+まち歩き（復興状況の視察）

石巻：被災地復興状況視察（震災遺構　門脇小学校他）+ヒアリング 3/6-8 国内
宮城県・気仙沼市

石巻市
9
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